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【鮒谷周史の圧巻！ 「ことば

で未来を創造する技法」 

放談会音源 

 

 ～ ことばを操り、 

自他に影響力を行使する  

「意思決定基準＆物語」の 

実践的、  

かつ、超効率的な量産法】 

 

放談会にご参加頂いた方からの 

ご感想集 
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介入し過ぎず、離れすぎず、絶妙な間合から、顧客に言葉を届けて（投げ

かけて）いらっしゃる、圧巻の言葉の使い手である鮒谷さんの、スタンド

能力の本質が学べる、費用対効果の高い音源です。  

鮒谷さん、こんにちは。 

 

これまで聴いてきた音源の中でも、最も抽象度の高い内容でした。前半と後半

で、特に印象に残った、学び（解釈）が下記二点です。 

 

「個（人）の生き方」（ミクロ）と「時代のトレンド」（マクロ）、両者を一つにつ

なぐことができるのが「物語の力」で、そこから独自の市場を生み出すことができ

ること。「言葉」と「物語」の力には相互作用があり、個人の言葉の力（意思決定

基準）を上げることで、個人の背景にある物語（組織や社会）の質も必然的に高ま

る。（理解不足でしたら、スミマセン） 

 

今回の放談を通じ、過去、メルマガでご紹介をして下さった本、「新しい市場のつ

くりかた」を、ふと思い出しました。大分前になりますが、ご紹介後、本を購入し、

以前、手に取り、拝読させてもらいました。あくまで主観ですが、共通する学びが

あったからなのか、その時の読書の記憶が、放談会の理解を助長してくれたように

思います。 

 

「いい話が聞けた」で、終わらさないように（汗）、言葉を精錬する「適度な負荷」

のかかる環境（場）を習慣に組み込んでいくことにチャレンジしていきます。 

 

介入し過ぎず、離れすぎず、絶妙な間合から、顧客に言葉を届けて（投げか

けて）いらっしゃる、圧巻の言葉の使い手である鮒谷さんの、スタンド能力

の本質が学べる、費用対効果の高い音源です。 

豊富な言葉の贈り物をありがとうございました。  

（井手 大輔 さま） 
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これまでの学びが立体的になった、非常に有意義な音源でした。  

鮒谷様 

 

いつも新しい視点をご教示頂いており、本当にありがとうございます！ 

 

今回はいつもとは違う種類の学びでした。 

いつもは内容そのものを学んでいましたが、 

 

今回は、 

 

・これまでの内容をいかに使いこなすか 

・各々の内容がどのようにつながっているか 

 

を深く理解できたように思います。 

 

具体的には次のようなことを学びました。 

 

1.ことばを回しているから、新しい化学反応が起こる環境へと近づいていく 

 

目標設定があって、そこに向かう行動があって、その行動過程において常に考え続

けている。一歩進むと、意思決定基準が増え、さらに一歩進むと、意思決定基準が

累積し、これを繰り返すことによって複利的に累積する意思決定基準の量が、化学

反応の土壌となる。 

すぐに反応が起こることもあれば、すぐには起こらないこともある。 

 

2.化学反応を起こしやすくする触媒とは何か 

 

累積した意思決定基準は、 

 

・圧力（あやふやさ×緊張感×期限） 

・刺激（遠く離れたメタファーや物語） 

 

によって質へと転換される瞬間がある。 

 

これはセミナーの講師をするときには、いつも感じているところです。 
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出席者の状態によって、ことばや物語が変わったり、準備をしていないセミナーの

ときには、何とかしようと、、、頭の回転力が上がって、新しいことが生まれやすい

土壌になったり、出席者からの質問によって、 

新しい例え話が生まれたり、しています。 

 

3.化学反応を起こしやすくするコツ 

 

化学反応を起こしやすくするためには、目標を持つこと、物語を持つこと、大量行

動をすること、は当然のこととして、「自分のことば」を生み出すことが、必要な

のではないかとも感じました。 

「自分のことば」は自分にとって最もわかりやすく、他の概念と結合しやすいよう

に思います。 

 

そんな「自分のことば」の数々が累積すると、化学反応が起こりやすく、次のこと

ばが生まれやすくなるのではないかと。 

 

そして、これらの「自分のことば」を生み出すためには、「自らの行動で感じるこ

と」が大事とも感じました。自分の感性が揺さぶられやすい状態を得にいくこと

で、「自分のことば」が生まれやすくなる。 

 

以上の学びが、鮒谷さんの実演により得られた今回の音源は、従来とは違っ

たものと思いました。 

 

これまでの学びが立体的になった、非常に有意義な音源でした。 

ありがとうございました。 

 

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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復習で他の 3 つの音声を聞くとまた違った形で学びがあり、聞けば聞くほ

ど、あっさりと語られる言葉の奥に、実は深い意味が隠されていて、それは

鮒谷さんの圧倒的な数多くの実体験が裏付けになっていることを感じます。  

最初に聞いたときは正直なところピンとこず、他の方の感想を見て「あれっ、そん

なこと言ってたかな？」といった状況でした。 

 

聞き流さず集中して音声を聞いていくと突然雷に打たれたように内容が入ってく

る瞬間が訪れました。 

 

まさに目標、日記、物語の 3 つの音声を結びつける膠で、本当にすばらし

い音声でした。 

 

特に私は意思決定基準の捉え方が浅いということに気付きました。 

 

！マークが立ったときに、今まではその原因までは考えたとしても自分がどうい

う意思決定でそれを行ったのかまではあまり考えないまま、新しい意思決定基準

をインストールしようとしていました。ところがそれではあまりうまくいかなか

ったところにこの音声を聞けたのですが、そうではなく、その瞬間に自分のバグっ

ている意思決定を意識し言語化して明確にあぶり出しつくし、次に良いと思われ

る意思決定基準との差をはっきりと意識して自らに刷り込んでいく。忘れそうに

なるので何度も繰り返して叩き込んでいき、そうしてようやく無意識のレベルに

落とし込め自分のものになるのだといくことがわかり、現在それをしつこく実行

しています。 

 

また、それを実行するには、目標設定音声で言われる通り、高い目標設定を行い、

今の自分との差を埋めたいという強烈な渇望感も必要だとも感じています。 

 

復習で他の 3 つの音声を聞くとまた違った形で学びがあり、聞けば聞くほ

ど、あっさりと語られる言葉の奥に、実は深い意味が隠されていて、それは

鮒谷さんの圧倒的な数多くの実体験が裏付けになっていることを感じます。 

 

良い音声をありがとうございました。  

（Ｔ．Ｙ 様） 

 



6 

本音源（ことば未来放談会音源）はこちらよりお求めください。 

https://form.os7.biz/f/00ad8a75/ 

 

  

マジシャンの方のお話しや、鮒谷さんが参加者さんからのご質問をその場で

示唆を深めて即答していく過程は圧巻で、まさに"日常から準備している"か

らこそ出来る芸であると感じ、ここが自分のありたい姿であると感じまし

た。  

いつも貴重な音源をありがとうございます。 

 

「ことばで未来を創造する技法」放談会音源で、私に最も響いたキーワードが、 

 

"日常から準備をしている" 

 

ことでした。 

 

マジシャンの方のお話しや、鮒谷さんが参加者さんからのご質問をその場で

示唆を深めて即答していく過程は圧巻で、まさに"日常から準備している"か

らこそ出来る芸であると感じ、ここが自分のありたい姿であると感じまし

た。 

 

目標に向かって自分の時間をフルベットしている毎日が、意識せずとも"日常から

準備している"ことになり、マジシャンの方の大舞台でも想定外の質問でも対応し

ていけることになる。結局の所、自分のありたい目標が定まっていてそこに臨場感

を持って毎日を過ごしていることが必要ですよね。 

 

これまでの音源を聞いた上で実践をしてきた自負があるからこそ、上塗りさ

れた感があり目標の微調整や修正、日記の在り方の見直しをするキッカケに

もなりました。 

 

また、購入後送られてくる多くの方の感想集を読んでいくことが、皆さんの

言語化能力をお借りしながら音源を違う視点や切り口を味わわせてもらっ

ていることも、金額以上の大きな価値になっています。 

 

ありがとうございました。  

（整体師・ヤマグチ さま） 
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"ことばの意力"とでもいうべき力を改めて思い知らされた音源でした。  

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

お世話になっております。 

今回も大変有意義な音源を誠にありがとうございました。 

 

日記・物語で強化される言葉が意思決定基準を作ることを改めて確認いたすとと

もに、それを他者に無償でギフトとしてお渡しできるのも言葉あってこそ、とのご

指摘に「確かに！」と思わされました。 

 

今回、最も刺さりましたのは、これまで言語化できていなかった内容を言語化

し、腹落ちできる理解とするには、一定の負荷・緊張感が必要となるのを学

べましたこと、かつ、そのことをご質問者に対する鮒谷様のご回答を通じ、

「？」が「！」に変容する過程を音声を通じて実際に体感できましたことで

す。 

 

「難しい質問ですね」とおっしゃりながら、言葉を紡ぎだし、回答を引き寄

せてこられ、「そういうことか」と府に落ち、発される言葉が確信に変わり、

だんだんと乗ってこられますご様子は、書物ではなく、音声だからこその臨

場感であり、何度聞かせて頂きましても刺激的です。 

 

他方、ご回答の過程で、編集者の本に出てくる事例等も出されておられましたが、

予期せぬ状況（？）でもそのように言葉を紡ぎだせるのは、 

平素からの見識や教養の積み重ねがあってこそ、ということも同時に感じ、日々の

生活の中で、そのような努力の時間を天引きして作らなくてはならないことも痛

感させられました。 

 

"ことばの意力"とでもいうべき力を改めて思い知らされた音源でした。 

重ねて、御礼を申し上げます。  

（Ｈ．Ｈ 様） 
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今回の音源で意思決定基準と物語について事例を交えながら具体的に分か

りやすく説明していただきました。 これまでの音源を聴いていで理解して

いたつもりでしたが「あくまでもつもりだった」ことに改めて気づきました。

私の中での断片的な理解だった部分がすっきり１つにつながったような感

じがしました。  

◆今回久しぶりに新たな音源を購入させていただきました。 

 

久しぶりの音源購入でありましたが、何の抵抗もなく購入している自分にちょっ

とした変化を感じている今日この頃です。 

 

◆簡単ではありますが、いくつか感想を書かせていただきます。 

 

今回の音源で意思決定基準と物語について事例を交えながら具体的に分か

りやすく説明していただきました。 これまでの音源を聴いていで理解して

いたつもりでしたが「あくまでもつもりだった」ことに改めて気づきました。

私の中での断片的な理解だった部分がすっきり１つにつながったような感

じがしました。 

 

◆聞き終わったときの状態はドキドキ感とワクワク感の心が動かされた状態で「そ

の気モード」に突入している感じがしました。 

 

特に心が動いた点が 2 つあります。1 つは、（私なりの解釈になってしまいます

が）意思決定基準（日記）の積み重ねが小さな物語となり小さな物語が過去、現在、

未来と一貫性を持ちながらつながって大きな物語（人生）になっている そんなイ

メージにつながり妙にスッキリできたことです。 

 

２つめは自分の経験・体験を言葉に残していくことで人の役に立てるようになる

というお話があり、 自分の身に起こる困難や逆境に対する解釈が書き換わったこ

とに感動しました。身に起こる苦難や不幸などはマイナスな出来事ではなく 人の

役に立てるかもしれないプラスの出来事であるという視点を持つに至りました。

視点が変わると意欲や行動が変わるというのを身をもって体験させていた

だきました。 

 

◆今回の音源を聞き流し以外でまともに聴いたのは初めてであり、 まだ十分整理

できていない状態ですが今後も繰り返し聴いて理解を深めていきたいと思いま

す。 
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また、ほかの音源も改めて聴きたいという意欲も湧いてきました。新たな刺

激となる音源をありがとうございました。  

（石田 弘之 様） 
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今回の「ことばで未来を創造する技法」放談会音源を聞かせて頂き、最も大

きな収穫であると感じているのは、「目標設定」「時々刻々の記」「物語をつ

くる」というそれまで各ピースとしては理解していた（つもり）であったも

のが、1 本の線でつながった感覚が得られたことです。  

「目標設定放談会」「日記放談会」「物語放談会」と購入させて頂き、今回 「こと

ばで未来を創造する技法」放談会の音源を購入させていただきました。 

 

メールマガジン自体はもう恐らく 10 年程購読させて頂いていると思うのですが、

その間毎日読むときもあれば、数年読まなかったときもあり、マイペースで思うが

ままに読ませて頂いておりました。恐らく、メールマガジンを読む気になっている

ときというのは、自分の中で何らかの課題を感じているときであり、いま音源まで

購入しているということは、これまでにないくらいに課題を感じているというこ

となのだと思います。 

 

初めて鮒谷さんの音源の紹介を読み、価格を見たときは「高い！」という印象しか

なく、購買する気になりませんでしたが、最近のメールマガジンを読んでいる

内に、いつの間にか価格のハードルを飛び越えて、ボタンをポチッと押して

いました。これはまさに鮒谷さんのおっしゃる「物語」の力であると事実をもっ

て認識しております。この物語の力で、都合 6 つほどの音源を堰を切ったよう

に購入している自分に驚いていますが、ただもっと驚くべきことは、全く損

をした気にはなっておらず、むしろこれからの自分を変容させるという意思

を得られたことだけでも、大きな買い物であったと感じております。これが

なければ、このまま変化・変容する意思すら持てずにいた可能性もあるのですか

ら。 

 

さて、今回の「ことばで未来を創造する技法」放談会音源を聞かせて頂き、

最も大きな収穫であると感じているのは、「目標設定」「時々刻々の記」「物

語をつくる」というそれまで各ピースとしては理解していた（つもり）であ

ったものが、1 本の線でつながった感覚が得られたことです。上記 3 つは

それぞれ単体で機能するものではなく、3 つを同時に並行して、日々更新、

ブラッシュアップしていくことで、まさに未来を創造することができるとい

うことをわかりやすい豊富な事例とともに自分の中で納得させることがで

きたと感じております。 

 

「目標設定」「時々刻々の記」については、自分なりに実行をしてはおりますが、
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自らの人生の物語については、まずは鮒谷さんの例そのままに「私の履歴書」を読

み自分の中の物語のストックを増やすとともに、毎日の日記を書く中で自分の求

める物語とはどのようなものであるか思案を巡らせている状態です。 

 

まだ成果といえる成果が出ているわけではありませんが、音源を聞き始める前の

自分と比べて考えると、「考える」作業の絶対量がとてつもなく増えている

と感じておりむしろ今まで自分は何を考えてきたのか。。。とせつなくなるく

らいですが、それもポジティブにとらえる（？）物語を創出し、未来を切り開いて

いきたいと思います。 

 

今後もメールマガジン拝読させて頂きます。 

この度は素晴らしい音源をお届けくださり、ありがとうございました。  

（消費財マーケティング職 Ｔ．Ｎ 様） 
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まだまだ他の音源と併せて繰り返し聴き、実践しなければ、分からないこと

も多いように思いますが、この音源の助けを借りながら、ことばを磨き、よ

りよい「意思決定基準」をもち、最高の「物語」を編んでいきたいと思いま

す。  

この度は、貴重な音源をいただき、ありがとうございました。 

今回の音源は、聴く人を選ぶ音源ということで、目標設定も日記も実践できていな

い自分向きではないと思い、リリースされた直後は、購入するかどうか迷いました

が、次第に聴く人を選ぶというのはどういうことかが気になるようになり、最終的

には「迷う理由が値段なら買え」「全ての学びは前倒し」の意思決定基準に基づき、

購入させていただきました（笑） 

 

今回の音源は、なぜ鮒谷様がこの音源をリリースしたのか、聴く人を選ぶというの

はどういうことか、なぜ購入対象者に条件を設定されたかなど他の音源を聴く際

には、あまり考えないようなことも考えながら、繰返し、聴かせていただいており

ます。 

 

購入後も、他の音源以上に、他に聴かれた方がどんなことを考え、学ばれているの

かが気になり、メルマガで紹介される他の購入者の感想も興味深く、拝読させてい

ただいております。 

 

現時点で音源の中で、特に印象に残っていることばとしては、 

 

「過去、現在、未来に一貫性を持たせる」、 

「日常からの準備が重要」 

 

といったところです。 

 

まだまだ他の音源と併せて繰り返し聴き、実践しなければ、分からないことも多い

ように思いますが、この音源の助けを借りながら、ことばを磨き、よりよい

「意思決定基準」をもち、最高の「物語」を編んでいきたいと思います。 

 

ありがとうございました。  

（Ｙ．Ｈ 様） 
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この音源は、目標設定放談会や日記放談会などこれまで聴いた音源の内容と

紐づくことが多く他の音源とセットで聴くことをことで得られる効果は増

加すると思います。  

この度は、「ことばで未来を創造する技法」放談会音源をご提供いただきありがと

うございます。特に印象に残っている３点を感想としてお送りさせていただきま

す。 

 

先ず、「自分より先に、物語をまず売る」という点です。 

物語が売れなければ、その先にある自分も、商品・サービスも買ってもらえないと

いう点は、これまでにはなかった発想で、自分の可能性が広がるような思いに

なりました。 

 

次に「忘れたい過去は、日記によって、自分の物語に組み込む」という点です。過

去の出来事を、無かったことにする事は、不戦敗に等しいよ言う考え方や、無かっ

たことにしたい過去を日記によって、物語に昇華させることが出来るという点は

今後、実行していきたいです。 

 

最後に「本番で緊張しない為には日常的に負荷をかけ続ける」 

失敗できない状況で緊張しないために、日常的に不可をかけ続けるというお話し

は、普段、人前で話をする機会がない私がそういう機会をいただき、準備段階から

緊張をしていたというタイミングでこのお話しを聴きけたため、特に印象に残っ

ております。 

普段から負荷を掛けておけば、本番を緊張することなという教訓と合わせて日常

的に楽でない方を選択するため言葉として記憶することができました。 

 

この音源は、目標設定放談会や日記放談会などこれまで聴いた音源の内容と

紐づくことが多く他の音源とセットで聴くことをことで得られる効果は増

加すると思います。 

 

改めまして、「ことばで未来を創造する技法」放談会音源をご提供いただきありが

とうございます。  

（五島克英 様） 
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改めて「ことば」の持つ意味、重要性を再確認することが出来ました。  

これまで鮒谷様の目標設定放談会はじめいくつかの音源を拝聴し、今回の「ことば

で未来を創造する技法」放談会音源を拝聴することで、改めて「ことば」の持つ

意味、重要性を再確認することが出来ました。 

 

目標設定を設定できなければ、意思決定基準が明確にならず、意思決定基準が明確

でなければ、書き換えることもままならない、自分の物語も編むことができない、

その基本にあるものがすべて「ことば」であり、日記(時々刻々の記）も「ことば」

で書くことにより、日々の気付きや行動に意味付けをし、脳内ＯＳを書き換えるこ

とになる、それが未来は「ことば」でしか作ることができないことであり、自他に

影響を及ぼす意思決定基準を作ること、自分唯一の物語を編むことができるので

ある、ということを再確認することで「ことば」を自由自在に自分の手足のごとく

言語化できる、様々な事象に意味づけし、「ことば」にて大量生産することが出来

ること、を目指しこれまで以上に「ことば」を丁寧に取り扱っていこうと思いまし

た。 

 

また、何回も繰り返し拝聴することで、気付きの部分は変化していく（これまでの

音源でもそうでしたが）と思いますが、現時点での感想として送付させていただき

ます。 

以上、よろしくお願いいたします。  

 （会社員Ｔ．Ｋ 様） 
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いつも多くの学びと気付き、発想をありがとうございます。  

目標設定シリーズから、ほぼ全ての音源を購入させて頂いています。 

しかし、今回はスケジュールが詰まっており他に聴きたい音声教材もいくつかあ

りました。いつも通り文章を読んでしまうと買いたくなってしまうので中学生が

モザイクを観るように目を薄めて今日のピークパフォーマンス方程式まで読み進

めていたのですが 

 

「どうせ、いつか買うのだから」 

 

と２回目の告知で早々に陥落。これが北斗の拳セールスかと頷いておりました。 

 

日記・物語シリーズからの最大の学びは「生きやすく」なる事でしょうか。

ただ、都合良く勝手解釈をするのではなく自分の在りたい方向へ思考や行動

を導くために言語で物語を生成し、心の在り方や落ち着き所を自ら設定する

力が身に付きました。 

 

許せない、後悔しているブラックボックスに封印していた過去ですら自らのエネ

ルギー、会話のネタ、共感する力に変換出来る究極のエコ心理術！ 

 

鮒谷先生が、学生時代しか知らないご友人が「競馬場で補導されていた」というエ

ピソードを聞きとても共感をしました。私自身、学生時代に思春期を派手にこじら

せて中高時代、全く友人がいませんでした笑久しぶりに再会した友人からは「○○

君、あの頃ラリってたよね！」との言葉を頂戴しました。３０代前まで人生上手く

いかず一念発起。そういう自分を自己分析をして今は経営者として何とか衣食住

に困らず家族を養うことが出来る。自分が学びたいと思う教材があれば躊躇なく

ポチッと出来る。そう考えると、過去のネタも美味しいと思えビジネスの種にもな

ります。こじらせていた分、負の元気玉は溜まるに溜まっており放出をしないと勿

体ない気がしてきました。これからもさらに物語変換力、我田引水力を鍛えてエネ

ルギーのエコ化を進めていきます。 

 

いつも多くの学びと気付き、発想をありがとうございます。  

（（株）ライフ・プロデュース 代表 野上様） 
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今回の話で、改めて日記、物語の繋がりの強さが分かり、それと同時に、鮒

谷さんがどこまで全体を捉えたうえで話されているのであろうかとそのす

ごさに驚かされました。  

今回の音源は、音源の題名に入っている「ことばを操り、自他に影響力を行使する

「意思決定基準＆物語」の実践的、かつ、超効率的な量産法」この内容で端的にま

とめられていると思います。 

最初は、聞き流している状態でしたので、内容があまり理解できませんでした。他

の方が感想で書かれているように、集中して聞いてメモをとってようやく、概要と

いうか、全体像が分かったレベルです。 

 

何度も聞いているなかで、なぜ、最初に聞き流している状態だと理解できなかった

のかが分かりました。それは、抽象度が高いというのもありますが、例えば、意思

決定基準という一つの言葉に対して語られる量があまりに多いため、聞き流しで

聞いている状態では、話の内容が最初に語られている、意思決定基準について語ら

れたことだと分からず、何について話されているのか混乱していることがありま

した。また、抽象度が高い話が続くため、聞き流しでは理解できなかったと思いま

す。 

何度も聞いたから、今のこの部分では、何の話をされているかわかるから、気づけ

ました。 

 

それが分かるようになって、一つの言葉でここまで語ることができることの凄

さとそれを可能しているのが、時々刻々の記を続けられたからであることが

分かりました。 

 

今回の話で、改めて日記、物語の繋がりの強さが分かり、それと同時に、鮒

谷さんがどこまで全体を捉えたうえで話されているのであろうかとそのす

ごさに驚かされました。 

 

まだまだ、今回の音源の本当の理解はしっかりとできていないと思いますし、聞

くたびに新しい気づきを得られています。これからも聞き続けようと思いま

す。 

ありがとうございました。  

（Ｙ．Ｎ 様） 
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こんな考えのレベルが存在するのだと驚き、是非自分で理解し実践したいと

思いました  

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

ことばで未来を創造する技法 放談会音源 購入させて頂きありがとうございま

す。今回の音源は正直自分にはレベルが高かったと思いました。（最終的には（３

回拝聴させて頂き）こんな考えのレベルが存在するのだと驚き、是非自分で

理解し実践したいと思いました） 

 

１回目を聞き始め、終わった時には、正直、アイスリンクで滑った感じでどう感想

を述べてよいか分からない が正直な所でした。言葉の重要性は他の音源でも説明

頂き、多少なりともわかって、実践しているつもりでしたが、それは輸入した受け

売りで、そもそも失敗する行動原理／意志決定基準まで考えが及んでいなかった

様に思います。 

 

知識が入っただけではダメで、期待を超える事・発進し続ける事で認知・チャンス

を頂けたり、物語を編むことで迷わなくなり、それを適切に伝えることで相手の成

長（感謝）として喜んで頂ける事の大切さが分かりました。 

 

また、私の考えには大きなバグがあることも今回はっきり分かりました。一つは、

私はこういう人間だとカテゴライズされることに悪い解釈があり、本来型破りに

なりたかったはずなのに、形無しに（何者でも無く）なっていました。 

 

もう一つは許せない過去を完全にマイナスで捉えてしまった事です。これも自分

を形成しているのだから、プラスの価値を与えて許そうと思いました。 

 

それと１つ大きな収穫がありました。書けない事が話せた（口に出て、後から意味

を考えた）事が先日ありました。私は会社で１部署ほぼ一人という環境なのですが

「自分の限界が組織の限界であってはいけない」と言っていました。もしかしたら

どこかの受け売りだったのかもしれませんが、急に自分の口から出て驚いていた

所、この音源で先の話を伺い、さらに驚きました。準備しすぎると の部分はよく

分かったような気がしました。私は発表会などで、一言一句用意していた過去があ

りましたが鮒谷様の音源を聞くたびに、相手にインパクトを与えられていない自

分に気づいたからです。（そこは自分なりに修正したつもりです（汗）） 
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日記の重要性は、日記音源以上に考えが改まりました。その時の言葉の記録・

量産が一生ものの財産（自分の人生・オリジナルの物語）になる事です。話しなが

ら（考えが）降りてくる下りは、日頃の努力は勿論のこと、良い意味での刺激・相

乗効果・場の力なのだと、とてもプラスになりました。 

 

私もどんな形にしろ、人に何かを伝え続ける人生にしたいと思っております。改め

まして、今回も音源ありがとうございます。 

つたない感想ですが、大変勉強になりました。  

（青木 隆幸 様） 
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この音源で、人生について、話し合うという緊張感の大切さ、それらに、も

っと主体的に向き合わねば、との思いも持ち抱いてきています。  

まずは、ダイジェスト 

 

常に統一感ある物語りの中にあれ。過去の苦難や小っ恥ずかしい経験の全ては、深

い学び、気づきの場であり、未来への驀進エネルギーの種だ。 

考えを深める場を主宰し、自分を耕せ。その場は、仮説とライブ感の混沌から生じ

る思考をブレンドして言葉を、物語りを、産みだせ。 

そうして思考を拡大、進行させ、自らの物語で社会をも耕せ。 

 

鮒谷様 

ありがとうございました。 

私には、何か隠している過去があるのでは？と指摘される事が何度かありました。

(昨年）それで昨年末から、自分の人生を振り返って、自分が隠そうとしていると

ころ、心の奥底に隠し持っている過去は何か探していました。そんな中、この音源

に出会えて感謝しています。 

 

その後、友人と真剣に話し合い、自己矛盾を抱いている部分が、うっすらと認識出

来てきました。まだまだ、そういうものも含めた物語りには至っていませんが、方

向感として、いい方向に向いているという事が、この音源でも確認でき、心強く感

じています。 

 

また、この音源で、人生について、話し合うという緊張感の大切さ、それら

に、もっと主体的に向き合わねば、との思いも持ち抱いてきています。 

 

学習もなんでもそうだと思いますが、少しずつ試行錯誤していけば、どこかの段階

で、積算熱量がある限界を超過し、大変化も起こりうると確信し、日々、細やかな

取り組みにも飽きずに取り組んで行こうと思いました。 

 

ありがとうございました。  

（Ｈ．Ｈ 様） 
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楽しいきっかけを与えていただき、ありがとうございます！  

コンサルでもアドバイスいただいていたことですが、今回の音源「ことばで未来を

創造する技法」でもお話されていた、 

 

「勉強会」 

 

を実施してみました。 

 

相手は 2 人、zoom を使ったオンラインの勉強会ですが、やってみて、すごく大

きな学びがあったので、音源の感想として書かせていただきたいと思いました。 

 

■日常生活の気付きの質・量が変わる 

 

勉強会をやったあと、大きな変化は日常生活の気付きの、量と質が変わったな、

ということです。 

 

今後、定期的に勉強会を開催していく予定ですが、 

 

「何を伝えようかな？」 

「これが面白いんじゃないかな？」 

「もっと深堀りしてみたら、どうなるだろう？ 

 

と、ネタ探しをするようになりました。 

 

これまで日記（時々刻々の記）を書いたり、書かなかったりという感じでし

たが、勉強会があることで、自分の感じたこと、学んだことを記述して、思

考することが確実に増えました。 

 

これは自分にとってすごく嬉しいことで、「やりたいな」「やらないと」と、

思いながらできなかったことが、「勉強会」という強制力があることで、や

れるようになった。 

 

もちろんそこにストレスはありますが、それは良い意味で、自分を鍛えてく

れる、負荷になっていると感じています。 
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これを 1 年、2 年、3 年と、積み重ねていけば、けっこうな成長につなが

るんだろうな、という予感がしております。 

 

■人の話し方をより意識して聞くようになる 

 

勉強会で話をしてみて、人の話し方（特に鮒谷さんの音源ですが）を聞き、 

 

「なるほど、こうやって話を展開するのか！」 

 

とか、 

 

「こういうセリフでまとめるのか！」 

 

と、新たなに気付くことがありました。 

 

【勉強会やってみる】 → 【もっと上手く話したいと思う】 → 【人の話し方から

学ぶ】 

 

これまでも上手く話せるようになりたいという、願望はありましたが、それ

をより強くもって、良いモチベーションで改善、成長しようとしている。実

際に行動が変わり、これも自分にとっては嬉しい点です。 

 

■自己重要感が高まる 

 

勉強会をやってみて、（こちら無料で実施したのですが、）参加された方から、 

 

「これ、ホントに無料でいいんですか？」 

 

という風に言っていただいた。 

 

自分が役に立っている感があり、自己重要感が高まりました。 

ここは自分にとって、大きな改善（伸びしろ）ポイントの 1 つではあるのですが、

そういった評価をいただくことで、自尊心が高まりますし、かつ声に出して、何か

を話すことで、高揚感も得られる。 

 

いろんな点で、勉強会をすることのメリットがあるなぁと感じました。 
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一方通行とは違い、インタラクティブで緊張感があるからこそ、準備の段階でも気

付きが多くなり、自分で思索を深めることもできる。 

ある程度のプレッシャー、ストレスがないと人は動かないと思いますし、まずはこ

のくらいの緊張感が、自分にとってはベイビーステップとして、良いんだなと感じ

ました。 

 

しばらくこの勉強会を続けていき、またどういった学びがあったか、 

今後どのように変化させていくかなど、また個別コンサルの際に、お話させていた

だければと思います。 

 

楽しいきっかけを与えていただき、ありがとうございます！  

（Ｒ．Ｔ 様） 
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「過去、現在、未来」と一貫性のあるひとつの物語として、過去に起こった

出来事には何一つとして、無駄なことはないとする。この学びを得られたこ

とは、今の自分にとって、本当に救われる、力強いものでした。  

今回の音源を聴かせていただいて、多くの学びをいただきましたが、中でも一番印

象に残っているのが「過去に許せないがあってはいけない」ということです。 

 

過去の思い出したくない、無かったことにしたい出来事をそのまま負の歴史にす

るのではなく、そのことがあったからこそ現在の自分が形成されて、さらに未来の

自分の物語を編むことに繋がっている。 

 

「過去、現在、未来」と一貫性のあるひとつの物語として、過去に起こった

出来事には何一つとして、無駄なことはないとする。この学びを得られたこ

とは、今の自分にとって、本当に救われる、力強いものでした。 

 

また、これに触発され、以前に iPS 細胞でノーベル医学生理学賞を受賞した山中

伸弥先生が近畿大学の卒業式でご自身の物語をお話されていて、その中で、卒業生

にエールとして「人間万事塞翁が馬」という言葉をプレゼントされていたのをふと

思い出しました。 

 

私自身も、自分を元気づけるために、この「人間万事塞翁が馬」という言葉と合わ

せて自分の実体験からくる体温の感じられる独自の物語を編み、そして、それをい

つか人を元気づけられるものにしたいと思いました。 

 

なので、この感想を書いているときに、過去の色々なことを思い出してしまったの

で、これを放置せず、良い機会として未来に繋がる物語へと解釈を変更しておりま

す。 

 

本当にありがとうございます。  

（Ｔ．Ｋ 様） 
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今回の音源の中にも無数にこうした『型』『フォーマット』が散りばめられ

ていると思うと、、聞けば聞くほど。で聴き倒していこうと思います！！  

セカンドステージ 

鮒谷さま 

大塚さま 

 

Ｈです。 

この度は「ことばで未来を創造する技法」音源のリリースありがとうございます。 

 

購入していつものようにイヤホンを耳に突っ込みながら仕事してます。 

初めて鮒谷さんの音源を聞いた『物語音源』の時と同様に聞くたびに 

 

「あれっ？こんなこと言ってたっけ？」 

「あれっ？他の方の感想に出てる話聞かずに終わっちゃった？？」 

 

と、あの 4 年前の自分と重なり戸惑う音源でした。 

 

言葉は日本語で聞こえてるんだけど、頭に入ってきていない『インビジブルゴリ

ラ』が視覚的なもののみならず聴覚的にもあるのかも？？ 

 

聞き始めてまだ２週間現状、腹落ちも、ましてや消化も昇華もしてないのです。。

噛めば噛むほど、ならぬ、聞けば聞くほど味わいが深まる 

そんな音源だと思います。 

 

その中でスルッと入ってきたのが 

 

(鮒谷さんに 

 

「おいおいっ！そこですか？」 

 

と言われそうなんですが。。) 

 

『Tired の疲れたでなく、妖怪ウォッチの方の憑かれた』 

 

この表現が耳に飛び込んできたときの驚き！！というか衝撃！！というかこの内
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容テーマでの音源にも関わらず、この表現が出てくる振り幅の広さ(毎回ここのフ

レーズにニヤリとしながら「きたーーーっ！」と)『つかれた』の音を間違いなく

『憑かれた』の意味と受け取れでも、そうきたかー！？ってそこに驚いたんだと思

います。 

 

というのも、この表現『同音異義語』の多い日本語だからこそ視覚的な活字で

はなく口述での放談会だからこそ言葉を正しく伝えるための取組み『型』『フ

ォーマット』が無意識的にも確立されている。 

 

今回の音源の中にも無数にこうした『型』『フォーマット』が散りばめられ

ていると思うと、、聞けば聞くほど。で聴き倒していこうと思います！！  

（Ｔ．Ｈ 様） 
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今回の音源を聴いて、今まで「点」だったものが少し「線」になった気が

します。そして、今回の音源を聴いてまた新しい意思決定基準ができまし

た！  

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

今回、新音源が出たと知った瞬間に 

 

「ポチッ」 

 

とクリックして購入していました。 

 

以前の自分なら 

 

「この金額か...悩むな...」 

 

と思いながら購入までに相当の時間を費やしていたと思います。 

それが今では、鮒谷さんの音源を聴き新しい意思決定基準を入れタイムマネ

ジメントを意識することで即買いできるまでになりました。ありがとうござ

います。 

 

今回の音源の感想としては聞く人を選ぶということがよく分かりました。ある程

度、鮒谷さんの音源で目標をもつことの意味や日記の効用、日記の定義など

基本的なことを理解していないと難しいと思いました。逆にそれらを聴いて

いた方であれば多くの学び、刺激があるものになっていると思います。 

 

私も聞き流すだけでは、全然捕まえることができず購入して 3 回聞きました。意

識して聞くことでようやく理解できたことも多くそのあたりについて書きます。 

 

わたしが心に残ったことは 3 点です。 

 

1 点目は「意思決定基準の収束が物語になる」ということです 

話を聞けば、「そういうことか」って納得できましたが今まで気づきませんでした。 

 

毎日日記を書くのは自分を定点観測するものだけでなく新しい意思決定基準も増
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やす効果がありこの量が増えれば、必ず物語になっていく。まさにその通り。そし

て、その意思決定基準を客観的かつ可視化することができるものとして情報発信

があるということ。常に緊張感、負荷をかけることで考え続ける状態になり、新し

い意思決定基準が生まれる。個人的にいえば、それが情報発信していくことだと感

じたので、出来ることからやりたいと思います。 

 

今回の音源を聴いて、今まで「点」だったものが少し「線」になった気がし

ます。そして、今回の音源を聴いてまた新しい意思決定基準ができました！ 

 

二点目が「人にことばをプレゼントできるということ」 

ことばを通してのみ、非言語化・習慣化できる。つまり、習慣化は身体知化された

ものであるからこそいつでもその内容、その意思決定について話すことができる。

だから、自分の中にことばを通して膨大な数の意思決定基準を非言語化・習慣化す

ることで、人に役に立つ適切なことばを提供できる。そして、それらの膨大な意思

決定基準が集積された物語をもつ人物として捉えられ相手への納得性が高まり、

買わずにおれなくなる。これこそが、自分を売る前に自分を動かす物語を売ること

になると理解しました。 

 

最後に、「物語において過去、現在、未来の一貫性が大事だということ」 

過去の集積が現在であり、現在の集積が未来につながる。だから、現在を作ったの

は過去でありその過去があったからこそ、現在がある。つまり、明るい未来・人生

にするには「現在があってよかった」と解釈する必要がある。だから、色々なこと

があった過去であっても「それら（過去）があって良かった」とプラスに解釈する

ことが今につながる。それが結果的に未来につながる物事、事象をいかにポジティ

ブに解釈するかそして、いかに一貫性をもたすかが大事だということ。 

 

本当に「人生にムダなことはない」という意思決定基準をもてば、前に進んでいけ

る気がします。 

 

今回の音源も本当に学びが多くこれからも何度も聞いて思考を深めていき

たいと思います。今後とも新しい刺激を求めて音源は購入させていただきま

すのでよろしくお願いします。  

（金融機関勤務 Ｒ．Ｉ さま） 
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この段階で不足箇所が分かった事で逆に私の今後の起点になる人生変革の

大きなきっかけになる音源と確信しました。もし、このまま知らずに日々を

過ごしていたらと思うと「ゾッと」しました。  

当音源は、目標・日記・物語他、鮒谷さんの音源の根源をなしているのでは？ 

 

というのが実感です。 

 

正直なところ、何回となく拝聴致しましたが、内容が深すぎて未だに腑に落ちない

箇所が多々ございます。気付いたことは、私の洞察力・理解力・言葉に対する重要

度などがいかに不足しているかでした。それでも、この段階で不足箇所が分かっ

た事で逆に私の今後の起点になる人生変革の大きなきっかけになる音源と

確信しました。もし、このまま知らずに日々を過ごしていたらと思うと「ゾ

ッと」しました。 

 

そのためにも、これまで以上に日々言葉に意識を傾け、アンテナを多方面に立て、

気付きを得て、言語化して意思決定基準を積み重ねて、成功の方程式を追い求めま

す。また、これまでに購入した 2 桁以上の音源を更に聞き込み、自分自身の脳内

を「平成進化論脳」に進化させます。 

 

この度も多くの事を学ばせて頂き、有難うございました。  

（河野 徹 様） 
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こちらの音源を聞いて改めて過去の目標設定、日記、物語シリーズを聞き直

しています。飽きるほど聞いたつもりでも「ことばで未来を創造する」とい

う言葉を持って聞くとまた違う気づきを得られるから何度でもオイシイと

いったところでしょうか。笑  

今回久しぶりに音源を購入いたしましたが、こちらの音源を聞いて改めて過去

の目標設定、日記、物語シリーズを聞き直しています。飽きるほど聞いたつ

もりでも「ことばで未来を創造する」という言葉を持って聞くとまた違う気

づきを得られるから何度でもオイシイといったところでしょうか。笑 

 

言葉を編むことへの習慣化はブログを長らく書いてきましたが、まさに音源の中

でもおっしゃっていた通りに「なんでこんなことしてるんだっけ？」となり止まっ

てしまいましたが、ブログからのきっかけで書き綴る習慣は続いています。書いて

いることは、体験して感じた・思った・考えたことだけを好き勝手に書いているだ

けであくまで自分主体、誰のためでも、誰のためにもにもならないと思ってまし

た。（書くことの気楽さへの担保でもありますが）自分の言葉に受け手が価値を感

じてくれるのはたまたまで、「言葉をおごる」「プレゼントする」と考えたことがな

く、そういう風に狙って発言するものではないとなぜか無意識に思い込んでいた

ことに気づきました。思わぬところからの気づきに驚いています。 

 

プレゼントするつもりで言葉を紡ぐとしたらどうなるのか、新しい基準となる言

葉を持って物語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。  

（Ａ．Ｍ 様） 
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音源の中で言われていたように『言葉への投資は最も費用対効果が高い』

ということでしたが、この音源はまさにその言葉を忠実に再現する、『理想

的な投資先』だと言えると思います。  

いつも鮒谷さんの音源から学ぶことは 書ききれないほどあるのですが、今

回の音源は普段よりも増して 含蓄のある言葉のオンパレードでした。 

 

聴 き な が ら 書 き 留 め た 内 容 を  い く つ か 挙 げ さ せ て い た だ き ま す 。 

====================== 

 

・言葉を操る能力に対する投資は 最も費用対効果が高い 

・優れた経営者は皆、言葉の使い手である 

・誰しも意思決定アルゴリズムがを持っていて、悩み事とはそのアルゴリズムで解

決できないことを指す 

・一度、自分の意思決定基準を棚卸してみる 

・意思決定基準を書き換えるチャンスは人から輸入する時が早い 

・言葉はタダでプレゼントできる 

 つまり、人様の役に立つ言葉を渡せばそれは金のかからない価値提供になる 

・毎日日記を書くことは、意思決定の積み重ねから 

 自身のストーリーに思いをはせることにつながる 

・書けることしか話せない。 

・思考よりも先に言葉が出てくる瞬間を求めるためにも 

 『人前で話す機会』を 設けること 

・整理されたものを話すのは知識の伝達。  

 それは質の高い学びではない。  

 

======================  

中でも特に印象に残ったのは、『誰しも意思決定のアルゴリズムを持っている』 

という概念です。仕事柄、WEB システムのプログラム（ソースコード）を 触る

機会が多いのですが、プログラムは、文字にしてわずか たった 1 文字間違えた

り、余白が入ってしまうだけで、予期せぬ動きを引き起こしてしまいます。 

 

ひょっとしたら、人間も同じように たった一つの間違った考えや行動のせ

いで、 『ありたい姿に到達できない』 という事態に陥ってしまうのでは

ないか...。 そして、その状態を回避する方法の一つが、『言葉に対する投

資』 なのだと感じました。  
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ありたい姿に到達するには、そこに至るためのアルゴリズムを獲得すること

が必須で、そのためにも、言葉にさらなる投資をして 自らのアルゴリズム

を書き換えていく、という取り組みが重要な意味を持ってくるように思いま

す。  

 

他にも『物語を創造する・チューニングする』 というテーマなど、いつもの鮒

谷さんの音源と同様、聞くたびに新しい気づきや発見が得られることは 間

違いない、と確信できる内容です。音源の中で言われていたように  

 

『言葉への投資は最も費用対効果が高い』 

 

ということでしたが、この音源はまさにその言葉を忠実に再現する、『理想

的な投資先』だと言えると思います。  

 

今回もありがとうございました。  

この音源も繰り返し聞くことで、自分自身の血肉にしていきたいと思います。  

（WEB 広告業(自営) Ｎ．Ｔ さま） 
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まさしく言葉の持つ力をどうやって身に付けるか、成長させるか、鮒谷さん

が実践されている様子が、リアルに臨場感高く入っており、まさしく瞬間冷

凍、出来立てホヤホヤの料理をその美味しさを全く損なうことなく、冷凍保

存して提供できる音源販売というシステムにもなるほど！と、今までメルマ

ガで何度も書かれていたにもかかわらず、改めてこういうことか！と肚落ち

しました。  

今回の音源は言葉の持つ２つの力について。 

１つは、意思決定基準であり、もう１つは、物語創造能力。この２つについても改

めて言葉の持つ力について考えさせられ、また、今回の音源を聴くことで、意思決

定基準と物語について、今後フォーカスできそうです。 

これだけでも、音源を購入した価値があるのですが、やはり今回の音源の最大の

醍醐味は、質疑応答ですね。まさしく言葉の持つ力をどうやって身に付ける

か、成長させるか、鮒谷さんが実践されている様子が、リアルに臨場感高く

入っており、まさしく瞬間冷凍、出来立てホヤホヤの料理をその美味しさを

全く損なうことなく、冷凍保存して提供できる音源販売というシステムにも

なるほど！と、今までメルマガで何度も書かれていたにもかかわらず、改め

てこういうことか！と肚落ちしました。 

 

しかし、これはあくまで冷凍食品。技術が進化し、ここまで美味しく提供できるよ

うになったのですが、やはりリアル、生、ライブ感を感じられる年間プログラ

ムをお勧めされることも、今回の音源を通して理解できましたし、年間プロ

グラムもそれこそ自分の境界を行ったり来たりするには最適ですが、最終的には

話す場、しかも誰とでもというわけではなく、志、世界認識を同じにする人たちと、

緊張感を持って話せる場が重要と、改めて仲間と環境の重要性も認識できまし

た。 

確かにこの音源は、今までにない音源であり、言葉の力についてと、自分の

言葉の力をどうやって伸ばすのかを体感でき、また、Q&A では、質問者の

レベルが高いからだと思いますが、参考になるものが多く、一粒で三度美味

しい音源となっていました。まだまだ噛めば噛むほど味が出てきそうですの

で、何度も聴かせていただきます。  

（菅 智教 様） 
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「許せない過去があってはいけない」という部分だけでもかなりの学びがあ

り、これを消化するだけでも大変なこと、逆に言えばこれが消化できれば、

投資した金額などたかが知れている、と思えるものでもあります。  

- 

 

一番印象に残ったのは、松木さんからのご質問に鮒谷さんがお答えになった際に

仰った、 

 

「許せない過去があってはいけない」 

 

という言葉。鮒谷さんご自身、メルマガで学生時代のこと、サラリーマン時代のこ

と、それこそ数限りなく、一般的な解釈としては「なかったことにしたい過去」と

も言えそうなものを、そういった過去が今に至るための礎になっているという解

釈や、臥薪嘗胆、刻苦勉励といった自身の物語を構成する一要素となっている、と

いう、プラスの解釈を施されているように見え、それによって自身を鼓舞するのみ

ならず、先日の大学時代のメルマガにしても、あまりに突き抜けた、希少な過去の

経験を提示されたときにはむしろ「うらやましい」と思ってしまうものだから不思

議なもの、ということに気が付かされました。 

 

自分自身、「なかったことにしたい過去」というのはいくつかあり、そのうち、今

になって取り返せるものは取り返しにかかっていたりして、SNS でシェアさせて

頂いたり、ということができていることありますが、すぐにはどうにもならないこ

ともあります。 

 

そういったものに対して特に、これからもプラスの解釈を幾重にも、何度も何度で

も施し続け、いつか目標を実現できる日が来るのを待ちながらできることをやっ

ていく、というイメージを描くことが必要だと感じました。こう考えると、過去の

マイナスの経験というのは、むしろ未来の目標、心から希求するものと密接につな

がっている、というものではないか、と感じました。そうやって、過去、現在、未

来に一貫性がもたらされるのであろうと。 

 

日記放談会音源でも仰っていたことですが、今回の音源で一段深く理解できたと

感じています。この「許せない過去があってはいけない」という部分だけで

もかなりの学びがあり、これを消化するだけでも大変なこと、逆に言えばこ

れが消化できれば、投資した金額などたかが知れている、と思えるものでも
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あります。 

 

このことについては、まだまだ掘り返す必要があり、改めて未来（＝目標設定）を

意識することで一段明確に、ブラッシュアップされたものができると確信してお

ります。 

 

今回も非常に勉強になる音源を提供いただき、ありがとうございました。 

まだまだ寒い日が続きますが、鮒谷様、スタッフの皆様におかれましてもどうぞお

体ご自愛下さいませ。  

（大嶋厚裕 様） 
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今回の音源ですが、他の音源と違い少し難解(抽象度が高め？)と、感じまし

た。でもその分繰り返し聞くたびに、毎回新たな発見、気づきがあるのだろ

うな、と感じて、なんだかお得な気分です。  

鮒谷様、 

セカンドステージの皆様 

 

いつもいつも貴重な音源ならびにメルマガをご提供いただき、ありがとうござい

ます。 

 

今回の音源ですが、他の音源と違い少し難解(抽象度が高め？)と、感じまし

た。でもその分繰り返し聞くたびに、毎回新たな発見、気づきがあるのだろ

うな、と感じて、なんだかお得な気分です。私が好きな物語音源に通じるも

のがあるかもしれせん。 

 

内容ですが、今３回目を聞いておりまだまだ深く聞き込めておりませんが、 

 

・言葉をプレゼント 

 

のくだりで、「輸入でもいい」ということで現在行っている言葉収集に対して背中

を押していただけたことが嬉しく、また「いつでもどこでも(プレゼント)」という

箇所では、いつでもどこでもその場に最適な言葉を紡ぐ為には、もっと深く考え、

腹落ちさせ、自分の言葉でストックすることが必要だと向上心を刺激してもらえ

ました。 

 

運転中に流しているので、無意識の中に突如ひっかかってくることがあり、

それが心地よく、音源のいいところだと思います。 

 

まだまだ味わい尽くしていませんので、これからもっともっと聞いて、最終

的には格安商品になることと思います。楽しんで学ばせていただきます、い

つもありがとうございます。 

 

今度はぜひぜひ「比喩について」の音源をお願いいたします！  

（Ｍ．Ｙ さま） 
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音源を聞き終わったあとは、脳内の言語がブラッシュアップされるので、新

しい発想が生まれやすくなります。  

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、一番鮮明に残ったのは、言葉には、物語を創造する力があるという箇所でし

た。鮒谷さんに私を含め多くの方が魅了されるのは 仰る通り、信念を持って背中

を見せた物語を創造しているからだと思いました。 

 

その源流は言葉であり、言葉を持って、言語を操り、情報が溢れている時代、それ

なりの結果を残すためには自分だけの物語を創造する必要性を感じました。 

 

これ以外にも、多くの気付きがありますが、音源を聞き終わったあとは、脳内

の言語がブラッシュアップされるので、新しい発想が生まれやすくなりま

す。 

 

この喜びで、快楽でいつの間にか購入してしまうのかなとも思います。 

 

これからも唯一無二の音源を楽しみにしております。このたびは上質な学び

の宝を頂き、誠に有難うございました。  

（Ｙ．Ｆ さま） 
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一人で悶々と考えるよりも、より素晴らしいものが生み出される可能性があ

るので、自らのビジネスについて考える時も、将来について考える時も、ど

んどん発信していく習慣をつけていきたいと感じました。  

このたびの音源も 

楽しく拝聴させていただきました。 

 

実生活でも即生かしてみようと思ったのは、常に自分の頭の中を放出していく必

要があり、なおかつそれを適度な緊張状態の中でやっていくべきだ、 

 

というところです。 

 

私も日々人前でお話しする機会が増えてきており、それを目の前の人たちのため

というのもありますが、何より自分のためである、と解釈して、積極的にそのよう

な機会を獲得していければというふうに思いました。 

 

一人で悶々と考えるよりも、より素晴らしいものが生み出される可能性があ

るので、自らのビジネスについて考える時も、将来について考える時も、ど

んどん発信していく習慣をつけていきたいと感じました。 

 

素晴らしい気付きを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！  

（Ｙ．Ｉ 様） 
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今回も間違いなく値段の十倍以上の価値を頂きました。いい買い物でした。  

鮒谷さん 

 

今回も陥落してしまいました。 

業務多忙のため二週間以内に感想を送るのは無理だと思い、初回のセール期間は

見送ろうと考えていました。 

 

ただ、メルマガでこの音源についての言葉に晒されるうち、「どうすればこのよ

うに自在に言葉を操れるようになるのだろうか」と居ても立っても居られな

くなり、つい「ぽちっ」とやってしまいました。 

 

そこからは必至で仕事を一段落つけ、音源学習の時間を捻出しました。で、その時

に気が付きました。結局時間を捻出できたにも関わらず、それを安易に一度諦めた

のは如何なものかと。普段どれだけ自分がぬるい生活をしているんだと猛烈に反

省しました。絶対的に負荷が足りていません。この強い感情を伴った気づきを得ら

れただけでも、この音源を買って良かったと思いました。 

 

さて音源の内容です。今回、私にとって最も響いたのは物語に関してで、私にとっ

てはこの音源は「物語音源フォローアップ編」とでもいうものでした。まず「意思

決定基準の集積が物語である」という言葉にガツンと衝撃を受けました。今まで物

語とは「感情を揺さぶる言葉の集まり」ぐらいに考えていたのですが（すいませ

ん）、ここで物語の本質（と私が思うもの）に気づきました。すなわち、意思決定

基準同様、物語もまた行動生成・変革装置であると。成果は行動からしか生まれず、

物語が成果に寄与するなら、物語が行動を生成・変革することは当然のはずです。

ただ、そんな当たり前のことに気がついていませんでした。 

 

次の大きな気づきは、具体的にどうすれば自分の物語を編むことができるか、とい

う How-to 的なことです。それは「意思決定基準（＝言葉）を集めていけば、自

然と自分の物語に収斂されていく」ということで、これがものすごく目から鱗でし

た。今までは、物語とは外から引っ張ってくるか、自分で「えいや」で生成するも

のととらえていたのですが、意思決定基準を集めに集めていけば、いわば帰納的に

物語が浮かび上がってくると。確かに自分の日記を見直してみると、頻発する意思

決定基準はいくつか存在し、抽象度を少し上げれば、そこにすでに自分の物語の原

型があることに気づいて、ものすごく驚きました。 
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そして「どのような物語が良い物語か」という、物語を編むうえでものすごく知り

たいことについても言及がありました。私に響いたのは、「過去・現在・未来を一

本の線で繋ぐ」ということです。何故、今まで自分が編んできた物語がどうも他人

のもののような気がして、しっくりこなかったことが分かりました。未来ばっかり

考えて、自分の過去に紐づいていなかったからです。考えてみれば当たり前です。

比喩的な表現をすれば、外から移植してきた物語が自分の過去にしっかりと根を

張るよう（言葉で）仕向けてこなかったのですから、それがしっくりくるはずがあ

りません。当たり前すぎです。 

 

最後に、私が音源を聞いて考えたのは「では、意思決定基準と物語は何かが本質的

に違うのだろうか」ということです。これはあくまで私の定義によるものなのです

が、私にとっては、意思決定基準とはロジックに訴えるもので、物語とは感情に訴

えるものです。意思決定基準による行動生成・変容は、ロジックで縛って書いて書

いてようやく自分を躾けて成し遂げるのに対して、物語による行動生成・変容は、

感情・感覚的に「やりたいからやる」みたいな感じです。いわば、北風と太陽でし

ょうか。そして、物語とは意思決定基準の集積でありながら、両者にこのような質

的な違いがあるということが面白いと思いました。 

 

この他にも、もちろん本当にいろいろな学び・気づきがあったのですが（例えば

「術・説・論・学・道」や「書けないことを話す」に関してなど）、この感想は、

私の今の強い関心ごとである物語にフォーカスして書きました。 

 

今回も間違いなく値段の十倍以上の価値を頂きました。いい買い物でした。 

 

本当に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致します。  

（Ｙ．Ｈ 様） 
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今回の音源には OS レベルでの再インストールに必要なあり方から日々の

行動が網羅されていました。  

今回も気づきの多い音源を提供いただきありがとうございます。簡単ではありま

すが、今回の音源の感想を送らせていただきます。 

 

今回改めて自分の OS を迅速に書き換えるには自分にインパクトを与える存在が

必要と改めて感じました。鮒谷さんにとっての高井先生のような存在が自分には

見つかっていませんでした。圧巻の存在によるインパクトがないこと、自分の構造

を抜き出して自分の物語に当てはめる力が弱いこともあって過去の音源を聴いて

も、OS レベルでの変容を起こさずにいました。 

 

ようやく自分にも人のご縁に恵まれて、OS レベルでの再インストールに取り組ん

でいるときにこの音源に出会えました。 

 

今回の音源には OS レベルでの再インストールに必要なあり方から日々の

行動が網羅されていました。今の自分にとっては今回の音源を元に憧れの存

在を構造化して取り込むことで大きな物語の変容を起こせそうな予感があ

ります。 

 

今回の音源で土台を整えて、それぞれの単体の音源で OS の調整し、アプリを載

せやすくする。自分のあり方総点検にもってこいの音源だと感じます。 

音源を聴いた気持ちを大事に大量行動につなげたいと思います。 

今回はありがとうございました  

（Ｔ．Ｋ 様） 
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まさに意思決定基準は人(セミナーやコンサル、音源)から収集する必要があ

り、自分のネットワーク内だと自ずと予定調和に収まってしまいます。  

鮒谷さん、 

 

いつもお世話になります。 

 

今回の音源は先日のメルマガにて蔵本さんがご紹介された音源の聞き方を参考

に、まずは何回か移動中に流し聞きをした上で、改めてメモを取りながらじっくり

拝聴するという方法をとりました。 

 

加えて拝聴する際には、鮒谷さんがメルマガにてご紹介されている音源について

の詳しいご案内の 38 項目と照らし合わせながら聞くことに致しました。そうす

ることで何気に聞き流していたことでも貴重な意思決定基準となる事柄を発見で

きたり、鮒谷さんの音源のご案内 38 項目というアンテナを立てながら聴くこと

になり、いつもより歩留まり大きく拝聴できました。(今後私の音源の聞き方の定

番と致します。) 

 

このたび拝聴して私が最も印象に残ったことは(この印象に残る事柄もあくまでも

現時点であり、その時々の心的状態、ステージによって変わります)一般的には「書

ける」ことしか話せないものですが、「書けない」ことが意図せずとも話せる瞬間

＝先に言葉が出てくる瞬間というのもあり、そのためにはある一定の緊張感を伴

った負荷がある環境にあえて身を置くことと、当該テーマについて常日頃から考

え続けて脳内を飽和状態に持っておくことが肝心ということです。私も(鮒谷さん

とは遥かにレベルが違いますが)パーソナルトレーニングの指導時や、トレーナー

育成のセミナーやコンサル時にそういった経験をすることがありました。 

 

書けない(書かない)までも話せてしまうことから、おそらく書くことよりも話すこ

との方が私自身好きだからだというように捉えていました。もちろんそれも事実

かもしれませんが、それをその場かぎりの偶然だと捉えていたので意図を持って

再現できるかどうかは「？」ですし、何となくその場に身をおくことが大事なのか

なぁとうっすら考えていた程度の認識でした。 

 

それがこの度の音源では見事にその辺りを再現性をもって導く方法が言語化され

ていて、「普段から当該テーマについて考え続け脳内が飽和した状態をつくってお

くとともに、定期的に緊張感(負荷)を伴ったアウトプットする機会を設けることに
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よって可能である」ということで思わず「そうだったのか！」と一人膝打ちをして

しまいました。まさに意思決定基準は人(セミナーやコンサル、音源)から収集

する必要があり、自分のネットワーク内だと自ずと予定調和に収まってしま

います。 

 

今回のこともこの音源を拝聴しなければおそらく新たな言語化や書き換え

がないままそのままスルーしてしまっていたと思います。これからも常々自

分の脳内で自分自身の物語や意思決定基準についての思考をめぐらし、自ら

意識して定期的にそのような緊張感(負荷)を伴った場に身をおく環境をつ

くることによって、(鮒谷さんが仰る)「降りてくる状態」を再現性高くつく

ることの快感(！？)を味わうべく行動します。 

 

次回のコンサルではまたステージアップした状態でお目にかかれるように日々自

己研鑽する次第です。その節は宜しくお願い致します。  

（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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特に言葉を持ち物語を編むことで人助けになる、その物語そのものがコンテ

ンツになり利益を生む、ということをお話ししたあたりではメモが止まりま

せんでした。  

久々の音源リリースとあり、即座にポチらせていただきました。 

 

ところが音源の内容が今までと毛色が違ったせいかゆらゆらと心がさざ波をうっ

ている間に 3 周聞き流してしまいました。鮒谷さんが聞くひとを選ぶとおっしゃ

っていた通りなのかこれまでのようなピンポイントに強弱のあるパンチを繰り出

すようなお話では無いように感じ、車の移動中に聞き流していたのをやめ、集

中して聞き直したところ、最初から最後までしっかりと大事なことをおっし

ゃっておられました（汗） 

 

特に言葉を持ち物語を編むことで人助けになる、その物語そのものがコンテ

ンツになり利益を生む、ということをお話ししたあたりではメモが止まりま

せんでした。自分の言葉で物語を編んでいくことが前提になれば過去の良く

なかった時期や傷ついた経験もすべてネタとしてオイシイと思えてしまう

ほどポジティブな思考に変換できると勝手に解釈しました。そう考えだすと

物語的にはもっと不遇でもよかったな、と思えてしまうほどです。 

 

人生経験に言葉をもたせちゃんと肥やしにする、これを繰り返して精度が磨かれ

たとき誰かの助けになるように粛々と物語を編んでいきたいと思います。 

 

また新しい音源のリリースをお待ちしております。  

（株式会社イシヤマ 代表 石山 剛 様） 
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日記と物語を統合した音源で、日記や物語音源を復習して、最後にこれを聞

くとより一層理解が深まる気がしています。  

確かに、聞く人を選ぶ音源、というように、なかなか歯ごたえのある音源だったか

と思います。今はざっくりと一回ししたところですが、これからも聞き込んで血肉

とするようにしたい、と思います。 

 

日記と物語を統合した音源で、日記や物語音源を復習して、最後にこれを聞

くとより一層理解が深まる気がしています。ぼくにとってのハイライトは、最

後におっしゃっていた、 

 

「自分ができなかったことをできるようになったとき、その時のプロセスを言葉

に残しておくといい。」 

 

ということです。確かに、できないことの渦中にいるときはもがき苦しみ色々なこ

とを試行錯誤しますが、できるようになると「喉元過ぎれば熱さを忘れる」で忘れ

てしまいます。そこを、忘れないうちに書いておく、ということはやっぱり大切な

のだな、、と思いました。特に自分はブログを書いてはいるものの、若干、方向性

が見えなくなっていたところがあるので、これをヒントにネタを考えてみるよう

にします。グサッときたこととして、 

 

「自分を助けることができない人は他者を助けることはできない。」 

 

ということ。自分を助けるプロセスを通してでしか他者は助けられない、というこ

とは当たり前だけど見落としがちなことで、つい、やってしまいがちです。まず、

自分になにができて、なにを成してきたか、ということを顧みることが大切だった

のかと思います。 

 

～後略～ 

 

以上よろしくお願いします。  

（公認会計士 Ｋ．Ｆ 様） 
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今回の音源で自分の思考のバグを認識でき、変われるということへの高揚

感も感じています。  

音源を聴いてまず思ったのは、意思決定基準を書き換えることを軽く考えていた

ということです。考えていたというより、考えることもなく言葉にせずにそうい

う認識を持っていて、音源を聴くことでその認識が言葉に表せました。それまで

は良い意思決定基準(良い言葉)に触れて、ああ良い言葉・良い考え方だから取り

入れよう、と思って、やるんだけど、今までの間違った意思決定基準を、言葉に

よって何度も何度も良い意思決定基準に書き換えてやるという作業が抜けている

から、いつまで経っても同じところで悩んでいました。 

 

でも、自分の意思決定基準が自動的に無意識のうちに発動されて行動によって外

の世界に現れてくるわけだから、人生を変えようと思ったら意思決定基準を書き

換えないと変えようがないということが、音源を聴くことではっきりと認識でき

ました。こうすれば変われるという方法論がわかりましたが、変わり方を理解す

るだけではそもそも始まってすらいなくて、これから一長一短にはいかない長い

長いプロセスがあるのかと思うと憂鬱さのようなものも感じますし、それと同時

に、今回の音源で自分の思考のバグを認識でき、変われるということへの

高揚感も感じています。 

 

そして、一番刺さったのは自分としては、赦せない過去があってはいけないとい

う話です。自分を可能性の否定する過去が、自分にもあります。事あるごとにそ

れが自分を押さえつけ、うまく行動を起こせなかったり、萎縮したりしてしま

う。これもほとんど自動的に心的態度や行動になって現れてしまう。その根源に

赦せていない過去があることがなんとなくわかっているけれども、プラスの未来

につながるように書き換えられていない。やはりそれを昇華しないと前には進め

ないと思いました。 

 

鮒谷さんのパチンコの話のように、自分も納得できて、人にも羨ましいとさえ思

わせるようなストーリーに変えていきたいと思いました。これも意思決定基準同

様、一度や二度の書き換えでは書き換わらず、あらゆる自分の思考と絡み合って

いるものなので、漆塗りのように繰り返し書き換え作業をして、自分の力になる

ストーリーにしていこうと思います。  

（なかとう医院 中東 威 さま） 

 



46 

本音源（ことば未来放談会音源）はこちらよりお求めください。 

https://form.os7.biz/f/00ad8a75/ 

 

 

鮒谷さんのセミナー音源はスマートフォンにいれて持ち歩いて、時間があっ

たら聴くようにしてシャワーを浴びるように聴いていると氣が入ってくる

のでおすすめです。元氣になります  

佐藤孝治です。 

感想をお送りさせていただきます。 

 

【鮒谷周史の圧巻！ 「ことばで未来を創造する技法」 放談会音源 ことばを操り、

自他に影響力を 行使する「意思決定基準＆物語」の 実践的、かつ、超効率的な量

産法】を聞きました。 

 

特別価格の販売の条件であった「１、日記放談会音源をお聴き下さり」が気になり

「日記放談会音源」を改めて聞き直しました。そこから「物語放談会音源」「目標

設定放談会」と鮒谷周史ワールドにどっぷり浸かる 1 週間でした。 

 

鮒谷さんがいかにして、ダメリーマンから抜け出し 今の自分になった物語

を改めて体験しました。 大河ドラマを見ている感覚になりました。「ことば

で未来を創造する技法放談会」の音源を聴いた上で「日記」「物語」「目標設定」の

放談会音源を聴き、改めて OS を再インストールできました。なるほど！そうい

うことか！とわかったつもりになっているだけでした。ことばを操り、自他に影響

力を行使する実践はまだまだでした。大いに反省しました。 

 

「降りてくる瞬間」のために、人前で話す機会を作っているお話を聴いて、講演、

パネルディスカッションのパネラー、キャリア面談などをしている時、「降りてく

る瞬間」が確かにあります。自分の中にある、色々な物語がつながり始めまし

た。 

 

過去・現在・未来が一本の線でつながっていく感覚になっています。この感

覚を日記に書けばいいのだと気付きました。 

 

感動の人事実践会を今年の 1 月 1 日にスタートして毎週月曜日の昼会と第二火曜

日の 2 時間の勉強会をはじめました。「降りてくる瞬間」のための機会を設定する

ことができていたのかと嬉しくなりました。いまは、このプロジェクトにフォーカ

スしていますが、「降りてくる瞬間」のためにキャリアやつなぎ道をテーマにした

勉強会を開催して行きます。 
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鮒谷さんのセミナー音源はスマートフォンにいれて持ち歩いて、時間があっ

たら聴くようにしてシャワーを浴びるように聴いていると氣が入ってくる

のでおすすめです。元氣になります。 

 

■追伸昨日、大学 2 年生の子と話をしていて、自分の口調が鮒谷周史さんになっ

ていました。  

（株式会社ジョブウェブ 代表取締役 佐藤孝治 様） 
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今後も戦略的言語論→言語道を見せて頂けましたら幸いです。  

鮒谷さんがよく、機嫌よく生きる機嫌よく仕事をするとおっしゃっていますね。

個々人の具体的な目標は違えど、抽象化された目標というのは機嫌よく生きる機

嫌よく仕事をするといったものになるのではないかなと思いました。 

 

機嫌よくしたい、機嫌よくしている自分というものをイメージすると、そこに目指

すべきものが自ずと見えてくる気がします。 

それを行うための武器の一つとして、ことば、言語化というものを活用するという

事に気づかせて頂きました。 

 

むかしむかし、80 年代の初めから半ば過ぎにかけて、ニューアカデミズム・ムー

ブメントというのがあって浅田彰氏や栗本慎一郎氏に代表される数多くの学者や

学説がファッショナブルに語られるということがありました。そんな時代に言語

学者ソシュールの学説を知ってぶっ飛んだ覚えがあります。Wiki から引くと。日

本語ではマグロとカツオは別の言葉で区別されるが、英語ではどちらも tuna であ

る。これはそれぞれの言語を話す人々は、どの差異を区別し、どの差異を無視する

かということを恣意的に選択しているのである。そして、その選択がその言語に固

有の語体系を作るのであり、その語体系は、その言語の話者族に現実世界を与え

る。 

 

鮒谷さんから学ぶ言語についての戦略論は、この時びっくりした事に匹敵する内

容です（あくまで自分にとってのということですが）。言葉の選択が自分の現実

世界を作っていくというイメージで、いつも楽しくかつ興奮しながら音源を

聴かせて頂いているのです。 

 

支離滅裂な感想になって恐縮です。 

今後も戦略的言語論→言語道を見せて頂けましたら幸いです。  

（不動産業 Ｋ．Ｔ 様） 
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「言葉」や「物語」は他の音源でも触れられていますが、非常に重要なと

ころだと思いますので、その中間を埋めてくれるこの音源の価値は高いと

思います。  

いつも通り、良質な音源のご提供、ありがとうございます。 

 

「言葉」や「物語」は他の音源でも触れられていますが、非常に重要なと

ころだと思いますので、その中間を埋めてくれるこの音源の価値は高いと

思います。 

 

今回の音源で最も大きな学びは、「術→説→論→学→道」の話でした。術が意思

決定基準、道になると物語が付与されている、というところが強く刺さりまし

た。同じことを言っていても、片方は納得して聞けて、片方は反感をもってしま

う、ということがあって、その原因が物語にあるのだなとわかりました。そう考

えると、自分ももっと物語を発信するべきで、しかも自分のコンプレックスに根

ざした物語を発信していこうと決意しました。 

 

二つ目は、知識の蓄積から飽和状態になって、緊張した状態に追い込まれること

により、思わぬ言葉が生まれるという話です。こちらはこの音源中で、鮒谷さ

ん自身に気づきが起きて話をまとめられたということで、言っていること

が実際に起きている瞬間を聞くことができました。論より証拠ということ

で、この価値は高いと思います。 

 

蛇足ですが、音源の聞き方についてのコメントです。私は鮒谷さんの音源を、ま

ず通勤時間で数回聞き流し、その後、まとまった時間をとって、メモしながら通

しで聞く、というやり方をしています。今回、聞き流している時には、あまり引

っかかる内容がなく、正直「今回は外れだったかな」とも感じました。しかし、

集中して通しで聞いてみると、いつも通り、学びの多い音源でした。鮒谷さんも

言われているように、他の音源よりもレベルが高いので、本音源は聞き流すだけ

ではなく、集中して聞く時間をとったほうが良い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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たくさんの良い言葉で、自分をしつけ自分の世界を広げるように、努力し

ていきたいとあらためて思わせてくれる、素晴らしい音源でした。  

いつも貴重な音源を提供くださり、ありがとうございます。 

今回の音源は、当初から言われているように少し抽象度が高く、聞く人を選ぶ音

源だと感じました。ただ、だからこそ何度も繰り返し聞くことができ、する

めのように何度聞いても、味わい深い音源だったと感じております。 

 

未来は言葉でしか作れない言葉で自分をしつけていく、そのための意思決定基準

を多数作っていくこと。これらを以前からメルマガ、その他音源からも学んでお

りましたが、この音源から"ことばの大切さ"をあらゆる側面から連なったお

話から学べたような気がします。 

 

ちょうど、7 つの習慣の読後メモを再読した時期でもあり、意思決定基準とは、

7 つの習慣でいう"自分の憲法をつくりなさい"と全く同じことだ！といまさらな

がらに気づきました。これを機に、自分の意思決定基準を、憲法をたくさん増や

し充実させていきたいと考えております。 

 

また、勉強会を行うことについては、教える人が一番学ぶということもあり、社

内でも社外でも、教える側にまわるように常に意識していくようにします。 

 

たくさんの良い言葉で、自分をしつけ自分の世界を広げるように、努力し

ていきたいとあらためて思わせてくれる、素晴らしい音源でした。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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「う～む、、やっぱりそうですよね」といういわゆる原理原則の大切さ

を、何度も、いろんな角度から鮒谷さんが叩き込んできてくれる感覚を覚

えました。  

■購入のきっかけ 

 

日記（時々刻々の記）がおざなりになりつつあり、日々を惰性で生きている感が

認識にのぼっていた今日この頃。何とかしたいな～という現実があり、外からの

刺激がほしかったところ・・・で、突然鮒谷さんからメールが来ました。自分の

問題意識と、鮒谷さんのメールの絶妙なタイミングとその内容に、、やられまし

た(笑) 

 

■聴いての変化 

 

期待通り、尻をひっぱたいていただいた感覚でおります。人間、ひとりで走

り続けることはできず、定期的に外からの刺激は必要であるということを、思い

出させていただきました。日記放談会や物語放談会で聴いた内容を思い出す

ことができたため（＝言語化された）現在は、意識変容→行動変容に移し

ているところです。 

 

自分はどのような物語（どのような目標に向かっているのか）を生きていて、今

の自分に必要なことは何か、を意識に上らせ、それを実行（行動）しています。

具体策には、時々刻々の記をまた始めました。中断した期間についても、中断し

たからこそわかることがあった、という物語に書き換えつつ。 

 

■感想 

 

「う～む、、やっぱりそうですよね」 

 

といういわゆる原理原則の大切さを、何度も、いろんな角度から鮒谷さんが叩き

込んできてくれる感覚を覚えました。どの音源も毎回感じます。短期間で変容

するはずのない、OS やマインドの書き換えへの栄養を注いでくれる音源だと思

います。日記放談会や物語放談会の音源を聴き、共感している人ならなおさらで

はないでしょうか。そして、それだけにとどまらず、その先に移行（成長）する

ための方法にも触れていただいています。*この方法についても、勉強されてい

る方であれば、「やっぱりそうですよね」の感覚を抱くと思います。 
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しかし、できていないし、その現実と自分に対して、鮒谷さんが 

 

「それじゃいかんよ、こうするしかないでしょ」 

 

と外堀を埋めてくれるというか、圧をかけてくれるというか・・・そんな

音源であると思います。 

 

そして、参加されておる方々との質疑応答は、まさに鮒谷さんが実践され

ている様子を感じることができ、 

 

「ここまで示して、まだやらないのか？」 

 

とハッパをかけられた感覚になりました。 

しっかり意識変容させていただけた音源となりました。 

 

この度もありがとうございました。  

（Ｍ．Ｙ 様） 
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まさに鮒谷さんの言葉に助けられた身として、言葉の力を鍛えて自分の未

来を明るいものにするのみならず、自分が他人にもよい影響を与えるよう

になりたいと思いました。  

元々私は重篤な「先送り病」に悩まされており、数か月前に「目標設定」音源、

「日記」音源を購入した際にはそれこそ数日悩んだ結果、「このままではいけな

い！」という思いがやっと勝ち購入する決心がついたのですが、今回は案内をい

ただいて、ほぼ迷うことなく申し込んでいたことに自分でも驚きました。 

 

やはり言葉によって「ありたい姿（Being）」をイメージし、それを日記

に記すことによって意思決定基準が明確になったことが先送り病の克服の

上で大きかったと実感しています。まだ「時々刻々の記」には程遠く、長

年に亘って蓄積した悪習慣を全て打破出来ているわけではないですが、今

後も言葉の力を鍛えて物語を操れるようになれば乗り越えていけるような

気がします。 

 

今回の音源ではいろいろ気づきはありましたが、特に心に引っ掛かったのは下記

の 2 点です。 

 

１．言葉をうまく操ることによって、ダメな自分さえも肯定し、プラスに書き換

えることさえできること 

 

２．言葉によって自分が変われるようになれば、言葉を使うことで人を助けるこ

ともできること 

 

実は私も高校時代に目標を見失い競馬、麻雀にハマったような過去があり、それ

が自己肯定の低さにつながり、またそれが失敗を呼ぶという悪循環に陥っていま

した。前述した「先送り病」にしても、やはり自分が信じられないため、自分の

決断に覚悟が持てなかったのだと思います。まさに鮒谷さんの言葉に助けられ

た身として、言葉の力を鍛えて自分の未来を明るいものにするのみなら

ず、自分が他人にもよい影響を与えるようになりたいと思いました。 

 

ありがとうございます。  

（Ｔ．Ｕ 様） 
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音源で自分のなかの言葉が変わり、行動が変わり、さらにその変化を言葉

で記録し、ブログなどで自分が振り返ることができるようにすると、人生

が変わりそうな予感がするので、その音源がこの価額というのは安すぎる

かも知れません w。  

あらかじめご案内のあった通り、「聞く人を選ぶ」音源であるのかも知れません

が、音源中でおっしゃっている意味について現在、思索をし続けています。 

 

そのなかで「言葉は意思決定基準」ということと、「言葉はプレゼント」という

キーワードがあり、このことについてはこれからもいつも脳内に回すようにしよ

う、と考えました。 

 

まだ音源を聞いて数日ですが、今後こうしたら明らかに毎日が変わりそう、とい

う言葉を見つけました。例えば「周りの人に花を渡す」というもので、私はこれ

までは自分の成果にこだわるところがあったのですが、自分のアイデアでも同僚

が実務をしてくれたらその人の成果として上層部に報告する、などです。「花」

というと抽象的ですが、感謝の言葉だったり賞賛だったり、その時どきで渡せる

ものを常に意識するために、言葉があると一挙一動の行動が変わる予感がしま

す。 

 

音源については引き続き、充分肚落ちするまで何度も拝聴したいと思います。音

源で自分のなかの言葉が変わり、行動が変わり、さらにその変化を言葉で

記録し、ブログなどで自分が振り返ることができるようにすると、人生が

変わりそうな予感がするので、その音源がこの価額というのは安すぎるか

も知れません w。 

 

これからもどうぞよろしくお願いします。  

（Ｙ．Ｏ 様） 
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鮒谷さんの音源コンテンツと同じような商品というのはおそらく日本中探

してもないのではないかと思います。  

イチロー選手が幼少期から引退するまで毎日何を考え、どう行動していたのかと

いう記録が 100 万円で売られていたら、買うでしょうか？少なくとも、プロ野球

選手を目指す人であれば、100 万円であったとしても非常に安い買い物なのでは

ないかと思います。なぜなら、1 冊の本ではなく、時系列を追ってその人が何

を考え、どう実行してきたのかということは、再現性が高い方法として活用

できる可能性が高いと言えるからです。 

 

言い換えると、時系列の整理されたコンテンツというのは、具体と抽象を常に行き

来しているコンテンツ、とも言えるかもしれません。そして、日々記録をとり続け

ながら、その方がどういった学びを得てきたのかという点について記録を取って

いる方はほとんどいないのが現状ではないかと思います。 

 

だからこそ、時系列で整理されたコンテンツというのは、圧倒的な価値を持

つのだと思うのです。そんな中、きわめて再現性が高い形、且つ、時系列で

コンテンツを整理して発信していただいているのが鮒谷さんではないかと

考えています。つまり、端的な話、鮒谷さんが整理されたコンテンツをただ

愚直に実践するだけで、再現性が高い良質な OS を頭の中にインストール

することができるのだと思うのです。 

 

今回の音源というのは、位置付けとしては少し抽象度が高い内容であることは間

違いないと思いますが、逆の見方をすると、非常に希少性が高いコンテンツ、

ともいう事ができると思います。なぜなら、世間で出回っている書籍というのは、

抽象度が高い話をするだけではあまり良い評価が得られず、どうしても具体的な

個別の考え方で終わってしまうことが多いからです。私自身、今まで出されてきた

音源をすべて聞いている訳ではありませんが、基本的には具体的な内容が中心で

あったと思います。勿論、その中でも、抽象と具体の往復が何回も行われています

が、今回、ある程度抽象的な音源をリリースしていただくことにより、音源全体

を時系列として捉えると良いという気付きを得ることができました。つま

り、音源全体が、イチロー選手の日記全集のように、具体と抽象が織り交ざ

って有機的に整理されている、壮大なコンテンツであるということです。 

 

言い換えると、一連の音源を何回も聞いていくということは、鮒谷さんと言

う大きな結果を出されている方の OS を丸ごとインストールすることがで
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きる最高の素材になっているということに気が付きました。であるとするな

らば、やるべきことしては、愚直に何回も音源を聴き直し、実践を重ね、自

分の OS を書き換えていくということだけだと思うのです。そう考えれば、こ

の音源自体に対し、圧倒的に安いという感想しか出てきません。少し考えを

広げてみても、鮒谷さんの音源コンテンツと同じような商品というのはおそ

らく日本中探してもないのではないかと思います。OS のインストールをする

のは 1 日も早い方が良いと思いますので、早いタイミングで鮒谷さんの音源に出

会えたことに改めて感謝する日々です。 

 

改めましてありがとうございました。 

今後とも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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改めて、目標・日記・物語のつながりを確認し、より深く理解できたように

思います。  

今回は、案内のメルマガで、日記放談会、物語放談会の音源を合わせて聴くことで、

理解が深まるとありまして、その内容を思い起こしながら聞きました。改めて、

目標・日記・物語のつながりを確認し、より深く理解できたように思います。 

 

今回の音源は、メインのテーマは「言葉の力を高め、より良い物語を創造すること

の重要性と、方法」と言えるかと思います。その方法として、 

 

▼日常から専門のテーマについて考え、記録し続ける 

▼その内容を、適度な緊張のもとでアウトプットする場を定期的に設けること 

 

を示して頂きました。 

 

自分はちょうど３年前に「目標設定」の音源に出会ってそれまで無かった目標

（Being）を設定し、その後の「日記」音源から、思索を書き残すことを始めまし

た。そして２年ほど前から読書会に毎月、参加者の立場ですが続けて参加し、考え

をまとめて発表する機会がありました。実はそれは、理想的な形で目標の確認と精

緻化、それを支える物語の構築になっていたんだな、と思います。勉強会や読書会

は、自分が主催するのが大事ということで、これからは主催者として、アウトプッ

トする場を設けてゆきたいと思います。 

 

今回の音源で特に印象に残ったのは、言葉に対する扱い方です。言葉に対する思

索と試行錯誤の積み重ねが、精度の高い言葉を扱う能力になり、言葉の集積

である物語も、より精度の高いものになってゆくのだと思いました。実際に、

日記を書き続けることで言葉の選択は早く、深くなっているように感じま

す。その結果、目標の「ありたい姿」も少しずつディテールが見えてきたよ

うに思います。物語としてはまだ模索している部分もありますが、より良い

形で仕上がってゆく予感があります。 

 

このタイミングでこの音源に出会えたことが、大きな弾みになると思いま

す。 

どうもありがとうございました。  

（遠山哲也 様） 
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後半のセミナー参加者様からの質問に対して鮒谷さんが思索を進めていく

様子は必聴でこの部分だけで、今回の音源購入価格の数倍の価値を受け取れ

たと感じています。  

鮒谷様 

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。 

 

今回、久々に音源を購入させて頂きましたが BASE さんから届いた zip リストの

中に「!?」のファイルを見つけ、まず最初に解凍しさすがだなぁ....！と思わず独り

言を呟いてしまいました。以前、パチンコのチューリップが開いた時のお話を例に

した営業手法のお話を伺いましたが言葉に残しているからこそこのように PDCA

を廻し続けられるのですね。（と、音源を聞いて改めて思いました） 

 

さて、音源への感想ですが、今回は購入者限定しているだけに少々、難易度が高く、

数回、聞いていくうちに学びが逓増していくように感じました。 

 

昨日購入後、3 回聴いて、この感想を書いているのですが、学んだこと、実践して

いこうと決めたことを箇条書きで列挙していくと音源をそのまま 100%書き出す

ような形になってしまいそうですので一つだけ、後半のセミナー参加者様から

の質問に対して鮒谷さんが思索を進めていく様子は必聴でこの部分だけで、

今回の音源購入価格の数倍の価値を受け取れたと感じています。 

 

時々刻々の日記をつけていく中で、なかなか未来に繋がるような日記がかけずこ

れまでは、つけては休んで、休んではつけての繰り返しったのですが、鮒谷さん

の思索の進め方を目（耳？）の当たりにできたことで、時々刻々の日記によ

り未来を変える物語を編むための手法をようやく手に入れたような気がし

ています。 

 

すばらしい音源をありがとうございました。  

（Ｙ．Ｋ 様） 
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私にとっては相当レベルの高い内容でしたが、他の音源を交互に挟みながら

繰り返し聴くことにより鮒谷さんの言わんとされていることが少しずつで

はありますが頭の中に刻み込まれていく感覚がありました。  

鮒谷様 

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。既に 10 回以上拝聴させていただきました。 

 

私にとっては相当レベルの高い内容でしたが、他の音源を交互に挟みながら繰

り返し聴くことにより鮒谷さんの言わんとされていることが少しずつでは

ありますが頭の中に刻み込まれていく感覚がありました。 

 

特に「ダメな自分の過去も全肯定する物語を創る」の部分では鳥肌がたちました。

自分ができていないのはここだと。情けない過去、消し去りたい過去に蓋をし

続けていた自分、面倒くさくて（実は怖くて）何年も自分に向き合えていな

かったことにようやく気づくことができました。 

 

鮒谷さんの音源を繰り返し繰り返し聴いてきたからこそようやくここに至れたも

のと思っています。早速ダメと思い込んでいた過去をプラスにすべく書き換え作

業（日記）を加速させております。 

 

これからも宜しくお願い致します。  

（Ｔ．Ｆ 様） 
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「言葉」という人間のみが持つ無限の力をたくさん集めて、無料でできる

「言葉」のプレゼントを、一人でも多くの人に届けていこう。そう思える

セミナーでした。  

初の年プロショート版の試みで、どういった内容になるのか、非常にワクワクし

ておりました。 

 

時間が短い分、集中して聴くことができたように思います。 

今回は大きく、3 つのことを得られたと感じました。 

 

【言葉について】改めて、言葉の持つ無限大の力について、語っていただきまし

た。人生を変えるとは、すなわち未来を変えること。過去の延長線上にない未来

を創りたいなら、間違いなく、それは、言葉によってしか生まれることはない。

そのために、日々、日記を書き続け、「！」と「？」の深掘りをしていくこと

が、大切になってくる。多くの言葉を収集し、自分の中で統合させていく。それ

によって、人生を豊かにしていくことができるのでしょう。 

 

【物語について】たくさん集めた言葉を使って、自分が生きている物語を編んで

いく。同じ出来事に遭遇しても、俺は運が悪い人間だ、と思う人もいれば、俺は

なんて運が良いんだと思う人もいる。これは明らかに、歩んでいる物語の違いか

ら生じているもの。言葉を集めたら、自分の生きたい物語を、言語化していく。

ここまでやって初めて、人生が変わっていくと感じます。 

 

【書くことと話すこと】基本的には、書けないことは話せない。だけど、書けな

いけど、話せることがある。これらの違いについて、質疑を交えながら、分かり

やすく話していただきました。 

 

セミナーの中でも、リアルに、混乱が生じる→言葉によって統合される場

面があり、ハラハラしながらも、気持ちよい着地で、思わず唸ってしまい

ました。こういうことがあるから、勉強会をすることは、自分にとっても参加者

にとっても、有意義なんですよね。 

 

このセミナーの感想を書くことで、後日、多少なりとも、内容について語ること

ができるでしょう。でも、いきなり話せと言われても、おそらく話せないです。

一旦、手を動かして、書いてみる。このステップなくして、話すことは難しい。

書くことに改めて、しっかり向き合っていきます。 
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「言葉」という人間のみが持つ無限の力をたくさん集めて、無料でできる

「言葉」のプレゼントを、一人でも多くの人に届けていこう。そう思える

セミナーでした。 

ありがとうございました！  

（尾崎 智史 様） 
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営業で成果を出すための方法論として耳にすることの多い、「自分を売れ」

の上位概念について、ここまで仔細に語られた内容を寡聞にして知りませ

んでしたので、大変印象に残りました。この領域に達したら、あるいはそ

れを目指して取り組むだけでも、営業は非常に楽しいものとなるだろう

な、と、お話を聞きながら一人考えておりました。  

このたびはショートセミナーを開催頂き、ありがとうございました。 

 

冒頭の意思決定基準の下りは、事例が豊富でイメージしやすく、日記音源や物

語音源の内容と紐づいたお話もありましたので、これまでの学びの振り返り

となるとともに、さらに新たな視界が開けた感覚がいたします。 

 

また、個人的にはセールスの話が営業で成果を上げるために、非常に重要な

話のように思われました。私自身は現在、セールスには携わっておりませんが、

よく、営業で成果を出すための方法論として耳にすることの多い、「自分を売れ」

の上位概念について、ここまで仔細に語られた内容を寡聞にして知りません

でしたので、大変印象に残りました。この領域に達したら、あるいはそれを

目指して取り組むだけでも、営業は非常に楽しいものとなるだろうな、と、

お話を聞きながら一人考えておりました。 

 

また、質疑が入って以降は、参加者の皆さまの疑問点から話が広がっていき、

さらにそれまでの内容ともリンクして、今回のお話のテーマがより一層、分

かりやすいものになったように感じました。 

 

内容には少々難しく感じるところもあったのですが、しかしながら、その分、密度

の濃い、聴きごたえのある内容でしたので、大変充実した時間を過ごさせて

頂きました。 

 

ありがとうございました。  

（匿名希望 様） 
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鮒谷さん、いつも素敵な言葉をありがとうございます。  

鮒谷さんがこの音源を通して伝えたいことをおそらく半分も理解できていない自

信がありますが笑 

無理にでも言語化して、感想として送らせていただきます。 

 

今回この音源のなかで、一番 印象に残ったことを自分なりの言葉でまとめると 

 

「自分には人に教えられること・伝えられることがないと悩む前に、今この瞬間

から作れ！」 

 

ということでした。 

 

以前、鮒谷さんの「音源販売をすべき理由 放談会」を聞きましたが自分には何

も伝えられることなんかないよな...、とヒヨっておりました。しかし、もし本当

に伝えることが何もないとするのなら、まさにその課題を考え抜いて、試行錯誤

し、乗り越えた時、そのプロセス自体が、「伝えられること」であり、販売する

とすれば、コンテンツとすることができるのではないか？そして、コンテンツ販

売に限ったことではなく、仕事についてでも、 夫婦関係の築き方でも子育てに

ついてでも、運動を習慣化する方法でも今まさに 改善しようと 考えている全て

について改善していく道のりを全て書き留める。 

 

そういった意識で、仕事したり、日々過ごしていればなにかの困りごとから、気

づきや対策を思い立った思考プロセス、実際に試して失敗したこと・成功したこ

と、その後の影響、新たに生まれた疑問・課題、など必然とメモをすることが膨

大にあるはずで、それが鮒谷さんの仰るところの「日記」であり、そこで成果の

上がったものは「意思決定基準」に昇華させ、さらに、 それらの意思決定基準

と共にそもそもそれを改善しようと思った理由も繋げていくことで「物語」にな

るのかな、と。 

 

私は本業で塾講師として子どもたちに勉強を教えていますが学んだことを彼らに

定着させる一番の方法は生徒自身が、誰か別の人に教えるアウトプットの機会を

持たせることだと考えております。だからこそ、誰かに伝える前提で日々言語を

回し、それを全て書き留める。そして、自ら機会を作ってでも、それを伝えよう

とする。 
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やはり 

 

「自分には人に教えられること・伝えられることがないと悩む前に、今この瞬間

から作れ！」 

 

ということで笑、これが「ことばで未来を創造する技法」なのかな、と理解し、

日々生活し始めてみようと思います。 

鮒谷さん、いつも素敵な言葉をありがとうございます。  

（藤倉 誠 様） 
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鮒谷さんの「目標設定・日記・物語」の各音源に浸かるといった表現が良

いのかわからないのですが、定期的に聴きなおすことによって知らず知ら

ずのうちに自分の身に考え方が備わってきたのかなって思います。  

鮒谷 様 

セカンドステージの皆様 

 

お世話になっております。箕面のちいさな宝石屋 越野 泰明です。 

 

「ことば未来放談会」の音源を拝聴させていただいた感想を送付させていただき

ます。 

 

正直、音源の序盤から中盤は理解できること、できないことが入り混じり、頭の

中が混沌とした感じになっていました。2 週間以内に感想を送付・・そんな緊張

感がある中で、 

 

「あ～、これはもう１ローテーション音源を聴く必要があるな・・」 

 

そんな思いも芽生えつつ、音源は終盤に・・。 

やっぱり、これはもう一度、音源を聴いた上でアウトプットしよう。そう思った

時に、本題を終えた後の鮒谷さんの「これは余談なのですが・・・」から始まる

話。出来なかったことが出来るようになったことを言葉にしておくと、それがコ

ンテンツになるというお話。 

 

これが今の僕の考えてることとズバリ一致するお話だったので、今回の感想はこ

の部分について書かせていただきます。スイマセン・・本題の感想とは少しずれ

てしまいますが・・。実は、今のお店をはじめる前、僕の状況は崖っぷちでし

た・・。（話せば超長くなるので割愛させていただきます・・）その中で色々な

ことを学び、そして実践していく中で、なんとか試行錯誤を重ねながら今に至っ

てます。もちろん学びの中には「平成進化論」から頂いた学びも多いです。まだ

まだ人に胸を張って誇れるような状態ではないですが、日々お店を運営する中で

「何か自分がやってきたノウハウ（言い方が大袈裟ですが・・）がだれかのお役

に立てることがあるんじゃないか？」って思いが沸々と沸いてきています。 

 

そういう思いを何か言葉として残すために・・。自分のお店のブログとは別に、

「Note」に今までにやってきた痕跡を言葉にしてアウトプットする練習を初めて
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います。「Note」は元々鮒谷さんの投稿を読むためにアカウントを取得しまし

た。せっかくなのでこの「Note」を自分のアウトプットの練習用にしようと思い

立ちました。一応、公開はされてますが、読まれる恥ずかしさもあるので今のと

ころは誰にも教えていません。（辿れば見つかると思います。笑） 

 

これって実は知らず知らずのうちに自分の物語を作ってるのかな・・ってふと思

いました。鮒谷さんの「目標設定・日記・物語」の各音源に浸かるといっ

た表現が良いのかわからないのですが、定期的に聴きなおすことによって

知らず知らずのうちに自分の身に考え方が備わってきたのかなって思いま

す。 

 

そして今の自分を少し客観的に見つめてみると、宝石リフォーム店の店主として

行動を起こし、成果を生み出すことを目標にしてる自分。そしていつか誰かにお

役に立つために日々の自分の活動を実験台とし良い結果も悪い結果も言葉に残し

て、誰かに伝える時のネタにしてやろうと企む自分。その 2 人の自分がいったり

来たりしてる感覚に今いることに気づきました。まだまだ、店主としての自分が

9 割 5 分ぐらいなのが現状ですが・・。とは言っても暗中模索ですが、その日々

の活動の中で、「人の心に響くオリジナルの言葉」を作ることができればいいな

あ～と今思ってます。 

 

全く、まとまりがなく長い話になりましたが、今の率直な感想をお送りさせてい

ただきました。 

 

追伸 ：この音源をトレーニングジムのランニングマシーンで軽くジョギングを

しながら拝聴しました。むっちゃいいです！！！パソコンを前にがっつり聞こう

としても、目の前のブラウザから色々な誘惑が飛び込んできますし、運転中に聞

いても、どうしても騒音が邪魔をすることがあります。そんな中、この心拍数を

緩やかに保ちながらのランニングで聞くのが、自分にとっては一番集中できる最

高の音源の聞き方ではないかと思いました！  

（箕面のちいさな宝石屋 越野 泰明 様） 
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貴重な音源を販売戴き誠にありがとうございました。 

この度は貴重な音源を販売戴き誠にありがとうございました。 

言葉のもつ魅力や魔力に初めて気づいたのは、おそらく２０代前半くらいだった

と思います。 

 

鮒谷さんが他の音源で、「言葉のチカラに気づいたのは第二の誕生だった」という

ような表現をされていて、その言葉を聞いた時、自分が言葉のチカラに気づいたと

きのことを思い出し、まさにその通りだと思っていました。 

 

言葉の魅力や魔力に２０代前半で気づけたことは、 とてもよかったと思っていま

すし、その時からまさに第二の誕生のように、人生が変わりだしたと思っていま

す。 

 

当時から言葉を収集してはエクセルに語録としてまとめたり、時にはその言葉を

使ったり、また時にはその言葉を人にプレゼントしたりしていました。物欲はもと

もとないのですが、言葉のもつ魅力や魔力を知ってから「言葉」への物欲は増して

いきました。よく「男性は収集癖がある」と言われるようで、フィギアだったり、

カードだったり、切手だったり、コインだったり、色々と集めている方もいらっし

ゃると思いますが、私の場合は「言葉」や「意思決定基準」への収集癖があるのか

もしれません。もちろん収集することが目的ではなく、意思決定基準を変え、行動

を変え、人生を変えること。 

 

鮒谷さんと平成進化論に出逢ってからは、ますます言葉の魅力と魔力にとりつか

れていきました。鮒谷さんから戴く良質な「言葉」や「意思決定基準」の数々

によって、思考が変わり、行動が変わり、習慣が変わり、人格や人生も変わ

りだしました。人間、言葉によって思考も、行動も、習慣も、人格も、人生

も変わっていくと言われますが、その真意を身をもって実感しております。

特に日記を書くようになってから、人生がまたさらに変わり出します。それ

までよりも、よりたくさんのことに気づき、ネタになり、考え記し、一日一

日、一瞬一瞬を大切に生きるようになりました。日記も３６００日続けており

もうすぐ３６５０日（１０年）。１０年偉大なり、２０年畏るべし、３０年歴史な

る、５０年神の如しの通過点中。日記の「質」にはまだまだ難がありますが、これ

も言葉のチカラのお蔭で、やっていなければどうなっていたことかと思うと

恐ろしいものです。「やっててよかった〇〇式」ではないですが、「やってて

よかった鮒谷式」だと常々思っています。 
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そして日記のおかげで、少しずつですが「自分の言葉」も生まれてきています。人

間、ある時期までは受け売りの言葉でもよいけれども、最終的には「自らの言葉」

を使ってこそ、インパクトも出るし、伝えたいことも人にも伝わると思っていま

す。鮒谷さんも、稲盛さんも、野村監督も、アインシュタインも、ナポレオンも、

ベゾスも、過去の偉人も、現在の超人も、みんな「自分の言葉」で話しているから

こそ、人の心の奥底まで重く強く届きます。自らの苦労や汗、努力、経験をもとに

発した言葉だからこそ、言葉に重みや強さ、匂いや体温や生々しさを感じるもので

あり、これが、別の人が話して受け売りになると、その重みや匂いや体温は半減以

下になってしまいます。だからこそ、私も「自分の想い」で「自分の言葉」を使え

るようになりたいと、２０代前半から思うようになりました。 

 

スラムダンクの名言で「リバウンドを制する者はゲームを制す」とありますが、言

葉も然り、まさに「言葉を制する者は人生を制す」。これからも、「言葉」によって

自らをつくり、「言葉」によって未来をつくり、「言葉」によって自らの人生を自ら

歩んで、人生を制していきます。改めてこの度は、貴重な音源を戴きありがとうご

ざいました。 

 

ＰＳシリコンバレーではニアミスでした。旅のお供は、もちろん鮒谷さんの音源で

した笑。またお会いできることを楽しみにしています。  

（桑原 孝太 様） 

 

  



69 

本音源（ことば未来放談会音源）はこちらよりお求めください。 

https://form.os7.biz/f/00ad8a75/ 

 

 

目標、日記、物語と言うのは、鮒谷さんが仰る"道"を進むためのパーツなの

ですね。  

今回の音源でいまの自分に 1 番刺さったフレーズは鮒谷さんが質問への回答とし

て発言された、 

 

自分の過去に許せない部分があってはならない。空白期間があると、その期間は不

戦敗が確定してしまう。 

 

この部分でした。振り返るとまさに私がこのパターンに嵌ってしまっており、今と

繋がりがないところにきれいな未来、目標を立てようとしていたのではないかと。

それを言葉（日記）により、（多少強引でも良いので）プラスの道程として捉える。

そして未来へ繋がる物語が描ける。 

 

今の理解ではこう捉えています。 

そう考えると目標、日記、物語と言うのは、鮒谷さんが仰る"道"を進むため

のパーツなのですね。 

 

まだまだ前半のパートを理解し始めたばかりですが、繰り返し聞いて少しずつ自

分に染み込ませて行きます。  

（システムエンジニア Ｓ．Ｈ 様） 
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「ことば」を縦横無尽、融通無下に操り、「人たらし」と言われるくらい「こ

とば」の力を有効活用できる存在になりたい、そんな強い欲求が生まれまし

た。  

ここ最近のメルマガの内容に緊密に紐づいた内容で、かつ少人数の参加者故か普

段とは違う緊張感（？）を感じるセッションだったため、いつもとは異なる刺激を

いただけたように思います。 

 

無意識にする意思決定を、出来る限り意識的なものに変える、すなわち明確に言語

化された意思決定基準を作ることが重要で、それにより行動を縛り、かつ意思決定

の質を上げることが期待できる。そんな趣旨の、いつもの「鮒谷節」ではありま

すが、昨日はよりストレートに、心に投げ込まれてきた感がありました。 

 

「ことば」の操り手、「ことば」のプロになることこそ、最も費用対効果の高い自

分への投資だ、というのが主テーマだったと理解していますが、この「ことば」と

いうのは人様に無料で贈ることの出来る「プレゼント」足り得る、という指摘もま

た新鮮な表現でした。「ことば」を縦横無尽、融通無下に操り、「人たらし」と

言われるくらい「ことば」の力を有効活用できる存在になりたい、そんな強

い欲求が生まれました。 

 

「術説論学道」の、最初の 4 つと最後の道が、質の異なるものである、という解

釈も非常に面白く感じました。質問させていただいた通り、術から道まで抽象度の

違いだと思っていたのですが、それは学までであり、道に関しては「知識ではなく

行動を伴っている状態」、知行合一を体現している状態を指すと解釈する方が良い

と納得しました。自分で極めたい事柄、分野に関しては、学を打ち立てるレベルで

満足せず、道のレベルまで行くべきと考えると、果てしなく遠い目標に見えます

が、同時に自分を駆り立てる目標になる気がしました。 

 

過去ー現在ー未来の一貫性が重要、という話も腑に落ちる話でした。過去ー現在は

今さら事実を変えることは出来ないものの、「ことば」により解釈をポジティブに

変えることで、未来も一貫してポジティブだ！と認識を変えることが出来るわけ

ですね。 

 

最後にもう一つ、出来ないが出来るに変わるそのプロセスが、まるまる物語コンテ

ンツになるという指摘は、ともすると「自分には売り物なんかない！」と思いがち

な人にとってとても勇気がもらえる内容だと思いました。 
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2 倍の負荷がかかる中で大変だったと本音を吐露して頂きましたが、それ

だけ我々に価値を渡そうとして頂いていることに改めて感謝申し上げます。自

らの変化変容を更にスピードアップさせて参ります。  

（Ａ．Ｈ 様） 
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たくさんの学びや気付きを頂きました。  

この度は年間プログラム・ショートセミナーに音源受講者オブザーバーとして参

加させて頂き、ありがとうございました。まずは復習のため、昨日の内容をまとめ

ました。 

 

自分なりのまとめ方になりますがテーマはこの 2 つと理解しました。 

 

(1)言語力を身につけることのメリットと重要性 

(2)質の高い言葉を生み出す方法 

 

まず、(1)について。言語力は、日々の行動の意思決定基準を作るとともに、 

 

「こういう人生を生きよう」 

 

という求心力ともなる物語を創造するためにも必要なもの。 

 

また意思決定基準は、物語を軸として生まれるものである一方、物語は意思決定基

準の積み上げで生まれるものでもある。にわとりと卵のように、どちらが先という

ことではく、それぞれの質を高めることで相乗効果的に両方の質が高まっていく。 

 

さらに、自分が創り出した意思決定基準と物語は自分の課題解決の方法であり、同

じ課題を抱えている他者にとっても価値あるものとして有償・無償を問わずプレ

ゼントすることができる。 

 

(2)について。言語力を身につけるために日々書くことを勧めているが、書くだけ

では生み出せなかった言葉(構造、表現とも)が、ある一定の条件のもとで話をする

場合に、生み出される(降りてくる)ことがある。 

 

その条件は 

 

・日々そのテーマについて考え続けていること 

・緊張感をもって話す場であること 

 

のふたつ。 
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これは、鮒谷さん自身が、書けないのに話せた、その場でしか出てこないパンチの

ある独自の言葉が生まれた経験を再現性を持たせるために一般化した条件。 

 

作家などの書き手は書いたものが商品となることと、締め切りが緊張感になるが、

書くことに緊張感がない場合は勉強会の主催をするなどして、緊張感を持って話

をする場を作ることをお薦めする。 

 

ここに書いたのは、あくまで大枠(と私が理解したもの)で、これ以外にもたくさ

んの学びや気付きを頂きました。 

 

 

（Ｓ．Ｎ 様） 
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鮒谷周史の圧巻！  

「ことばで未来を創造する技法」放談会音源 

～ ことばを操り、自他に影響力を行使する 

「意思決定基準＆物語」の 

実践的、 かつ、超効率的な量産法 

は以下よりお求め頂けます。 

https://form.os7.biz/f/00ad8a75/ 

 


