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（3 日間セミナー参加者向けに 

ご案内していた） 

3 日間セミナーフォローアップ 

第 1 回音源 

 

「あらためて、変化・熟達の 

プロセスについて」 

 

 

ご参加者ならびに 

音源をお聴き頂いた方からのご感想集 
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ドラッカーの書籍も時間という風雪に耐えた、古典、名著揃いであり、時

代が追いついたからこそ深く理解できるようになる部分も多々あります

が、鮒谷さんの音源シリーズも、古い収録、新しい収録に関係なく、時間

によって耐えうる波及効果が高いコンテンツとして、システム全体をまる

ごとインストールできるんだな、ということを、久々に聞いた音源から、

めちゃくちゃ感じた次第です。 

ここ最近、最新音源を繰り返し聞き、ちょうど良いころに、すぐに最新音源が発

売されるので、それをまたリピート再生する、というサイクルが回っていたとこ

ろ、【フォローアップ音源】をあらためてスマホに入れて、久しぶりに、当音源

を聞き直してみました。 

 

すると、最新音源で聞いてきた概念がすでに確立していたり、それら概念

の種が、2012 年当時から、埋め込まれていたりすることに気づきまし

た。自分自身の成長も相まって、受け取れる（理解できる）量も増えてい

ました。 

 

時間の経過とともに、試行錯誤によって肉付けされて、最新音源で語られ

る内容にブラッシュアップされている部分の感動とともに、時間の経過に

よって陳腐化しない思考の OS の数々に、あらためて感銘を受けた次第で

す。 

 

むしろ、時間の経過によって陳腐化していないのを実感できたことによ

り、最新音源の数々も、この先、陳腐化しないであろうことが予測でき、

安心してリピート再生の沼に、どっぷりとハマることができる安心感を手

に入れることができました。 

 

ドラッカーの書籍も時間という風雪に耐えた、古典、名著揃いであり、時

代が追いついたからこそ深く理解できるようになる部分も多々あります

が、鮒谷さんの音源シリーズも、古い収録、新しい収録に関係なく、時間

によって耐えうる波及効果が高いコンテンツとして、システム全体をまる

ごとインストールできるんだな、ということを、久々に聞いた音源から、

めちゃくちゃ感じた次第です。 

 

今後も、購入した音源をすべてスマホにダウンロードして、音源の繰り返し再生
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「沼」に、よりハマっていこう！と決意した次第です。引き続き、よろしくお願

いいたします。 

（Ｓ．Ｉ 様） 
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それぞれの概念が人の成長プロセス上のどのようなタイミングでどのよう

な効用を発揮するかがクリアになったように思います。  

過去に鮒谷様から学んだ 

 

・長期投資 

・逓増、複利 

・習慣 

・衆人環視、強制力 

・システム 

・無形財産 

・・・etc 

 

といった概念が整理され、より学びが深まりました。それぞれの概念が人の

成長プロセス上のどのようなタイミングでどのような効用を発揮するかが

クリアになったように思います。また、クリアになることによって、理論的裏づ

けを背景にして今まで以上に研鑽に取り組めるようになる のではないかと思

います。 

 

ところで、鮒谷様からご提示いただいた人の成長プロセスの体系には目から鱗で

した。 

 

無意識的無能 (武者修行の決意) 

 ↓ 

意識的無能 (巻物、武芸書) 

 ↓ 

意識的有能 (道場へ入門) 

 ↓ 

無意識的有能 (無念無想) 

 

というフレームワークは、自己成長のみならず、他者育成にも応用できるような 

普遍的な考え方だと感じました。 

（株式会社エス・エム・エス 事業開発・育成部 リーダー 増山祥紘 様） 

 

  



5 
本音源（フォローアップ音源第 1 回）はこちらよりお求めください。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5929747 
 

 

人生を変えたいという思いが受講料を上回るくらい強ければ、参加して間違

いないと思います。 

きっと得られるものも大きいと思います。  

「気付いたことや深く学んだこと」 

→一枚の紙に体系図が書き出されたので、今後 

 自分の現在位置を確認するときには重宝すると 

 思いました。 

 

「特に印象に残ったこと」 

→やはり体系図でしょうか。 

 またオリジナルの教科書を作る、自分で道場を開く。 

 というのもよかったです。 

 

「今後活用できると思ったこと」 

→座学から行動するまでの時間をいかに短くするかということ。 

 

「決意したこと」 

→今後のブログの展開と投資内容について、見直しを図る。 

 ということです。 

 そして学んだら即実行の精神を持つということ。 

 

「これまでに参加した他のセミナーとの違い」 

→セミナー後の継続的な効果。でしょうか。 

 

「3 日間セミナーへの参加を迷われている方へのメッセージ」 

→鮒谷さんからのメッセージを読んで人生を変えたいという思いが 

 受講料を上回るくらい強ければ、参加して間違いないと思います。 

 きっと得られるものも大きいと思います。 

（長期視点で一歩ずつ 様） 
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道場の参加者のブログやメルマガから、自分も行動を続けよう、というモチ

ベーションをもらっています。（中略） 

ブログなどを書き続けることで、また 3 日間かけて考えたやりたいことを

日々見返すことで、自分の軸が少しずつ形作られてきている実感がありま

す。  

1 年前にセミナーでお伺いした内容が、ありありと蘇ってきました。 

そして、いつの間にか自分の思考がまたバグだらけになっていることに 

気付かされました。 

 

ブログとメルマガを続けていて、 

時々休んだりサボったりしながらも 1 年間やってきて、 

変化が加速することもありましたが、 

まだまだこんなものではないはず、 

もっと習慣化の力を生かせるのではと思い、 

今回参加いたしました。 

 

1 年前聞いた内容から進化しているとお伺いしていましたが、 

人の成長や習熟が止まりやすいポイントとして、 

行動に移せないこと、道場に入らないことの例えは 

とてもわかりやすかったです。 

考えてばかりの自分のことだと、痛感しました。 

 

また、自分の教科書をつくるという話も、 

専門領域の知識や智恵を編集して拡大していくという考え方が 

自分には欠けていたと思います。 

単にブログやメルマガを書くのではなく、 

意図をもって学びを蓄積していきます。 

 

多くの方が、道場に参加して一緒に歩んでいるのを知ることができ、交流が

できたのもよかったです。 

 

一歩一歩着実に歩もうと思えるいい場になりました。 

ありがとうございました。 
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＜3 日間セミナーを振り返ってのご感想＞ 

 

 

ブログを始めたこと、メルマガを始めたこと、ベイビーステップでサイクル

を回していくことを知り、実践して、成果を出すには小さなことの積み重ね

が大切だと実感できたのがよかったです。 

 

日々、30 分や 15 分という時間を意識して、 

時間がない時でもすぐ行動に移せるようになりました。 

そうじだったり、調べものだったり、情報発信だったり、 

30 分だけでいいからやる、としてやってみると意外とサクサク進みます。 

 

道場の参加者のブログやメルマガから、 

自分も行動を続けよう、というモチベーションをもらっています。 

また、他の期の方とも交流があるので、 

おもしろいセミナーやイベントを紹介していただいたり、 

興味関心が近い人を紹介していただいたりして、縁がひろがっています。 

 

ブログなどを書き続けることで、 

また 3 日間かけて考えたやりたいことを日々見返すことで、 

自分の軸が少しずつ形作られてきている実感があります。 

 

OR の発想ではなく、AND の発想で、 

やりたいことや複数の条件を両方盛り込んだ案がないかと 

頭を使えるようになりました。 

（種村文孝 様） 
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「深堀りする（極める）というのはこういうことか」と実感しました。 

これまで、自分の中でもやもやしていたものがすっきりと腹に落ちました。 

これなら確実に変われる。 

最強のシステムを手に入れました。 

じわじわ、ふつふつと自分の中で燃え上がってくるものを感じました。  

「深堀りする（極める）というのはこういうことか」と実感しました。 

これまで、自分の中でもやもやしていたものがすっきりと腹に落ちました。 

これなら確実に変われる。最強のシステムを手に入れました。 

じわじわ、ふつふつと自分の中で燃え上がってくるものを感じました。 

 

３時間のセミナーの中で、書いたノートを振り返り、まとめてみました。 

 

・思い→行動  タイムラグを短く あとで・・・は絶対にやらない 

・自分の信念（柱）ができる 

 小→中→大の概念 点から線ができ、それが面になって立体になる（すべてがつ

ながる） 

・人が変化するプロセス 

 心→頭→型→身 

 ☆自分の中では、型の徹底が足りないことを実感 

・習慣化を習慣化 

・きっかけですべて決まる 

 ゆさぶられる大きさ→行動の大きさ 

・バグ 

 うまくいかない原因に気がついているか 

・無意識的無能→意識的無能→意識的有能→無意識的有能 

・他責の人間がどれだけ多いか 

・呪縛   今さら・・・ 年齢制限 

・波及効果  何が一番成果をもたらすか 

・～するではなく、～になる発想 

・教え方  広さより深さ→１つをぶち抜く 

・変化、熟達のプロセスを体にしみこませる 

 ☆自分の立ち位置が明確にわかる 

・オリジナルの教科書づくり（人真似ではなく、自分で言語化） 

・芽を残していく 

・他流試合 負けることが大事 そこから武者修行へ そのサイクル 

・話をすることが大事  伝えるから自分も学べる 
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自分が一番ヒットしたことは、変化・熟達のプロセス。 

これまで、やるべきことを習慣化して少しずつ手ごたえを感じていましたが、 

この後どうなっていくのかという着地点がよくわかりませんでした。 

 

しかし、この変化・熟達のプロセスを見ると、一連の流れがわかり、 

どこに今の自分がいるかよくわかります。 

これまでの自分の人生を当てはめてみても、「なるほど」と納得できました。 

やっぱりうまくいくには必ずうまくいく流れがある。 

 

自分でうまく理解できなかった、言語化できなかったものがストンと落ちま

した。 

まさに鮒谷さんがこれまでずっと追求してきた「人間が変わるには」という

ものが一つの形になったように思いました。 

 

これはある意味最強の武器です。あとはやるのみ。 

宝の持ち腐れにならないよう、頑張ります。 

 

また、このセミナーにはこれまで三日間のセミナーに参加された人たちがた

くさん集まっていました。 

これもすごい！やっぱり人との出会い、ご縁は自分の人生を大きく左右する

ものだと思いました。 

これもすべては三日間のセミナーに参加したから開けた世界。一歩踏み出し

てよかった。 

 

みなさん、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

「3 日間セミナーへの参加を迷われている方へのメッセージ」 

 

 

このセミナーで変われなければ、きっと九死に一生の体験がない限り、 

一生変われないと思います。 

それだけ価値のあるものです。 

 

あとはやるかどうか。 
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きっと誰でもやる前は不安はあるものですが、 

それを越えた瞬間に実はもう変化が始まっていると思います。 

 

自分の好きな言葉 

「人生は冒険！チャレンジあるのみ！」 

最後は決断するかしないかです。 

 

お金で買えない価値がそこにはあります。 

（小学校教諭 Ｍ．Ｎ 様） 
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音源を通じてでさえ、その場の臨場感に引き込まれ、どんどん続きを聴き

たいのに会社に着いてしまい、その続きを楽しみにまた帰りの車に乗る、

という繰り返しでした。 

この度は、フォローアップ音源を半額という破格の値段で購入できる機会を用意

していただき、ありがとうございました。 

 

2016 年 1 月に鮒谷さんの名古屋個別コンサルに申し込みをさせていただ

き、直接お会いしてからというもの、ぜひまたあの話(しゃべり)を聞きたい

と思っておりました。 

 

そうした中、なんと、鮒谷さんが話した内容が音源となり、さらには半額で提供さ

れるとのことで、気がついた時にはポチッと購入ボタンを押しておりました。 

 

音源を購入させていただいてからは、手持ちの iPhone にデータを取り込

み、片道 10 分程度の通勤時間と、少し遠出をする際など、常に自家用車で

流して聞いておりました。 

 

本日やっと音源を 1 周聞き終えたので、感想をお送りしようと思った次第です。 

 

音源を 1 周聞いた中で、特に印象に残ったのは、「鮒谷さんの話のひとつひ

とつが経験に裏付けられており、それを洗練を極めた言葉によって紡がれる

によって、圧倒的な一体感のある場が作り出されている」と感じたことです。 

 

音源を通じてでさえ、その場の臨場感に引き込まれ、どんどん続きを聴きた

いのに会社に着いてしまい、その続きを楽しみにまた帰りの車に乗る、とい

う繰り返しでした。 

 

また、音源の中で、 

 

「とにかく小さなことの積み重ね」 

「渦を巻く側になること」 

「行動を起こせば何かが起こる」 

 

などなど、キーワードとなる言葉が散りばめられており、聞いたからには行動せ

ずにはいられない内容となっておりました。 
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おかげさまで、音源を聴き始めてから今日までの約 1 ヶ月間、休まずブロ

グを更新中です。笑 

 

明日からも引き続き 2 周目の音源を聴き始め、何回も何回も聴き込むことによっ

て、自分自身の意思決定基準を高めていきます。 

 

改めまして、この度は、誠にありがとうございました。 

（小野貴彦 様） 
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パラダイムシフトを起こせる予感がする価値観が沢山ありました。 

この音源が三本目の購入になります。 

メルマガを読み始めてから、日々が少しずつ変わってきており、予感から確

信になる日も遠くはないと感じています。 

 

日々の時間を第二領域に全投下し、目標に少しずつ近づきたいです。 

当音源も非常に内容が濃く、自分の OS に組み込みたい価値観ばかりでし

た。 

 

特に印象に残った言葉「贅沢な温泉掛け流し」は、油断すると時間という激流に流

されてしまうのですが、その激流の流れを遅くする、楔を打つ言葉です。 

 

パラダイムシフトを起こせる予感がする価値観が沢山ありました。 

音源を反復して聞き込み、時間をかけてインストールします。 

 

以上、よろしくお願いします。 

（Ｙ．Ｉ 様） 
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１年もの間、毎日何かをやり続けたことなんて、なかった気がします。 

そう考えるとエントリーから始まった、あの時の１度の舵取りが、継続３０

０日のはじめの一歩。 

踏み出すことの重要性を感じられていることが最大の成果かもしれません。  

まずは、セミナーの開催、誠にありがとうございました。 

ちょうど仕事が立て込んだり、土日に予定が入ったりでブログの更新が滞ってお

り、ちょうど再開したところにセミナー案内のメール。 

しかも文面は、まるで自分のことを指しているような。。。 

「これは行くしかない！」と、仕事を押して出席を決意。 

行ってよかったです、本当に！ 

 

さて、セミナーの感想ですが、 

特に印象に残ったワードとその詳細について簡単に書きたいと思います。 

言葉足らずで申し訳ないですが、、、 

 

○思い立ってから行動までのタイムラグを少なく 

 －自分も意識しているため、共感でき、さらに強化しようと決意 

 

○思考から行動へのシフトが一番エネルギーが必要 

 －多くの人が、そして 多くのことがここで留まる 

  あれやりたい、これやりたい、ということの実現していないことがいかに多い

か 

  あの時やっていれば、いまや１０年選手だったのかも？？ 

 

○「～をする」という発想より「～になる」という発想 

 －長期的に波及効果を考えて動く とはまさに「～になる」ためにという思考を

すること 

  仕事・人生に直結する常に意識したい考え方で、永続的な効果・継続性を考え

たらこの思考は不可欠 

 

○道場に入門するようなイメージで、システムに身を投じる 

 －場をつくり、強制力を働かせ、衆人環視のもとに身を置く 

  これが自分ひとりで出来ればいいが、なかなかそんな自制が出来る人はいな

い 

  だから自らそのシステムをつくりあげ、そのシステムに身を投じる（仕組み
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化） 

 

○道場主（教える側）が一番、得をする 

 －プレッシャーがかかるからその分やらざるを得ない、やるために力をつける

ことが出来る 

  また教えるうちに自分も不明点がわかり、再度学ぶことが出来る 

  周りから多くの情報が入ってくるようになる 

 

以上が気になったワードとその詳細です 

 

それらのワードを通じて、自身が決意したこととしては、下記５点 

○思い立ってから行動までのタイムラグを削る  

○ドンドン、あれもこれも行動にうつす 

○「～になる」という発想を意識する 

○システム化をして、自分で自分を巻き込む 

○教える側に積極的にまわる 

 

いつもながら鮒谷さんの話は理解しやすかったです。 

鮒谷さんはもちろんのこと、他の参加者からもらう前向きなエネルギーを受

け、いつまでもウダウダしてちゃいけないな、と自分を振り返るいい機会と

もなりました。 

これは副次的な効果かもしれませんが、この効果こそ非常に大きなものだと思

っています。 

 

 

 

＜3 日間セミナーを振り返ってのご感想＞ 

 

 

今、改めて３日間セミナーを振り返ってみると、変化はきっと多々あるのだと思い

ますが、継続の軌跡を振り返ると、あの時がなければ、今ブログが続いていない。

ということが一番大きいかもしれません。 

 

書くということで、自分の思考が整理されると共に、自分の興味・関心の幅

やありかが見えてきたりして書く事のメリットは大きく感じています。 

また友人から、「見てるよ」なんて言われた日にはさらにやるしかないな、

ってなります。 
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正直、１年もの間、毎日何かをやり続けたことなんて、なかった気がします。 

そう考えるとエントリーから始まった、あの時の１度の舵取りが、継続３０

０日のはじめの一歩。 

踏み出すことの重要性を感じられていることが最大の成果かもしれません。 

 

そして、自分が最も苦手と感じていた継続する努力に対しても本気になれば

続けられるという自信が、ゆくゆく持てそうな気がしています。 

そう考えると、この先の人生、ワクワクです！ 

（金融機関勤務 桂川 様） 
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自分の今までの思考やどこを行ったり来たりしてたか等が明確になり、頭が

一旦整理され、次なる成長に向けての弾みに大いに活用できること間違いな

しです。  

私は、年明けに 30 万の 3 日間道場に参加してから、 

約 50 日経過した頃に、この度の「フォローアップセミナー」 

のご案内を、開催 3 日前ぐらいという突然にいただきました。 

 

また 30 万か！？（汗）と思いましたが、1 万円で（ほっ）、 

 

「武者修行をはじめた駆け出しの剣士が 

 無念無想の境地に至るまで」 

「千思万考を経て、無念無想に至る道のり」 

 

このメタファーにピンときた方のみお越しください、 

と言われまして、ピンと来たのですぐ申し込みました。 

 

と言うのも、 

3 日間道場において、鮒谷さんより、日頃、 

変わりたいと思っているのに、変われないのは何故か？ 

それは自分の思考習慣や認識の仕方を変えないと、 

そこにある数々の「バグ」を見つけ出しては潰さないと 

行動も変わらないし、従って結果も生まれない、 

ということを懇切丁寧にご教授いただき、 

 

さらに、道場後も、同期の仲間が見守る中、 

千思万考を行っていく上での環境やシステムを 

ご提供いただき、自分の思考を深めていたところ、 

無念無想の域に行くには、何かメカニズムや仕組み 

があるのではないか？と考え始め、そして今自分は 

そこからどれ程離れたところにいるのだろうか？ 

などと考えていました。 

 

と言うのも、 

日々思考を言語化して新たな気づきやバグを見つけ、 

一方で、自分の中に「核・芯・種」みたいなものが 
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でき始めていたところだったので、それをどう成長 

させていけば良いか考えていたのでした。 

 

だから、今回の「フォローアップセミナー」の趣旨には 

すぐピンと来て、正にフォローアップだと感じたのです。 

自分にとって非常に良いタイミングでの開催でした。 

 

当日いただきました「プロセス図」により、 

自分の今までの思考やどこを行ったり来たりしてたか等が 

明確になり、頭が一旦整理され、次なる成長に向けての 

弾みに大いに活用できること間違いなしです。 

 

変われない自分の半生を振り返るにしても、 

或いは、場合によっては他人の生き様を参考にするにしても、 

自分の心の揺らぎを感じた際にでも、 

このプロセスが理解できていれば、 

多くの人が無念無想に至る道のりをイメージしながら 

変革を遂げていけるのではないか、と思いました。 

 

引続きよろしくお願いいたします。 

（中里 様） 
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音声 CD を聞きながらだと、止めどなくアイディアが湧き上がって来て、

それをメモ帳に書き留めるという行為がとても楽しいものだと気づきまし

た。  

先月、フォローセミナーの音声 CD を活用して学習させていただきました。 

すごくいいですね。 

 

鮒谷さんがお話される内容がいいのは当然なのですが、 

文字を読むだけではなく、 

音声を聞きながら学習するというスタイルが、 

私には最高にフィットしていることを実感させていただきました。 

 

時間がまとまって確保できなかったため、 

一番最初は、書き起こし原稿を読みつなぎました。 

その次に、音声 CD を移動時間にひたすら聞くことをやってみました。 

 

すると、音声 CD を聞きながらだと、止めどなくアイディアが湧き上がって来

て、それをメモ帳に書き留めるという行為がとても楽しい ものだと気づきま

した。 

 

A）本を読みながら、考えて、メモを取る 

B）音声を聞きながら、考えて、メモを取る 

 

この二つでは、B）に圧倒的な優位性を感じております。 

 

このような深い気付きを得る機会を与えていただき、本当にありがとうございま

した。 

（パイオニアプロジェクト株式会社 代表取締役 影山勝巳 様） 
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3 日間セミナーフォローアップ 

第 1 回音源 

 

「あらためて、変化・熟達の 

プロセスについて」 
 

は以下よりお求めください。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5929747 

 


