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この音源を聞いた時に、色んな音源で学んだ内容が「当事者意識という文

脈」で深く結合し、個々の学び(日記・物語・目標設定など）が深くなる感

覚がありました。まるで、知識という乗客達がハブ空港に集まっていくよ

うな感覚です。 

正直言うと、この音源・・・大当たりでした。音源を聞き始めて 40 分程

度で「払った分の元は取った」と確信しました。笑 

 

購入のきっかけは、自分が設定した今年のテーマ「関心＆影響の輪を広げる」に

当音源が関係していたからです。 

 

「関心の範囲がどうして拡がらないのか」「影響の範囲を広げる事を恐れている

のではないか」と内的言語を年始から回していたため、当音源の案内が届いた

瞬間・・・気付いたら購入していました。（北斗の拳セールスで秘孔を押

された気分です。笑） 

 

この音源をひと言で言うと「全ての音源のハブ空港的な位置づけ」だと思

います。この例えを使った理由は、当事者意識音源を聞きながら、今まで

聞いた音源が点と点で繋がっていく感覚を憶えたからです。 

 

私が平成進化論に出会ったのは 2018 年です。鮒谷初級編の「日記・物語・

目標設定」音源を購入して初めて聞いた時は震えました。その後も、複数

の音源を購入して学びを深めています。 

 

この音源を聞いた時に、色んな音源で学んだ内容が「当事者意識という文

脈」で深く結合し、個々の学び(日記・物語・目標設定など）が深くなる感

覚がありました。まるで、知識という乗客達がハブ空港に集まっていくよ

うな感覚です。 

 

「前に Being 目標、後ろに死神を置く」という表現を聞いた時は、「あ～これで

目標設定の質が上がるぞ」と心躍りました。 

 

「日記を振り返り自分の感情が動いた箇所を分析する」と聞いた時は、「最近は

感情が全然動いてないじゃないか！！！」と悲しみました。 

 

「システムが完成すると当事者意識が下がる」と聞いた時は、習慣化のデメリッ

トが言語化できて、モヤモヤしていた感情が消えました。 
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別の音源で語られた内容が当事者意識音源で繋がっていく感覚は、自分の

成長を実感させ、大きく自尊心を向上させたと思います。 

 

また、当事者意識は、全ての行動の起点に置かれる意識だと音源を通して

再確認しました。自分は当事者意識が弱く、それが影響力の輪の狭さに繋

がっていると結論づけています。（だから今年のテーマに設定） 

 

しかし、当事者意識の弱さを自覚していましたが、明確な言語を持っていなかっ

たため、当音源の内容は私にとって現状の最適解になっています。 

 

当事者意識マッスルを鍛えるため、「目の前の人に全力で価値を提供する」「森

羅万象を自分ごとに捉え直す」「感情が動く事象に注意を払う」この三つをまず

は実践していきたいと思います。 

 

長くなりそうなので、最後に印象に残った言葉を少し書いて終わりにします。 

 

深く刺さった言葉があります。「当事者意識モードに入る」という言葉で

す。モードという言葉は、モードに入る（ON）モードに入らない（OFF）と二

つに区別できます。そのため、常に自分が ON か OFF どちらにいるか自問

自答できるため、使い勝手が非常にいい言葉です。 

 

また、このスイッチが ON になれば「ボーナス状態」「確変状態」「チャ

ンスタイム」と大量に経験値が手に入る事実が知れた事も良かったです。 

 

まるで、ドラクエの「パパパ、パッパッパ～♪」とレベルアップのファン

ファーレがなり続けている状態です。そんな人生の大量レベル上げが出来

るモードに入れるのであれば、「当事者意識モード」・・・すぐにでも入

りたいです！！！ 

 

最後に、今回も素晴らしい音源ありがとうございました。今後も新しいコ

ンテンツを期待しております。「パパパ、パッパッパ～♪」のファンファ

ーレを連続で鳴らせるように、当事者意識マッスルを鍛え上げたいと思い

ます。 

 

今後とも宜しくお願いします。 

（Ｙ．Ｉ 様） 
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多くの方に是非この音源を聞いて頂き、自己充足・良い意味で渦を巻き関

わる人にも人生の満足感を得てほしいなと思いました。 

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

今回も無意識を意識に上げて頂き、また理解出来る様、言語化して頂け様々

な教えを頂戴致しました。ありがとうございます。 

 

自尊心音源を聞いた後、必要以上にオドオドしない自分に意識が変わった様

な気になったのですが、自分をどう社会に役立てるのか、うまく自分のエネル

ギーの使い道というか、改めて現実と向き合う方法が分からずよ空振りして

しまい、また予定調和で済んでしまう毎日に、物足りなさを感じていました。 

 

今回の当事者意識音源のリリースを知り、まさに "これじゃね" 感で自分史

上最速でゲットしました(笑) 

 

結論からいうと、自分がどう社会に役立てるか真摯に考えられる様になり、

また周りの人とのコミュニケーションが楽しくなりました。自分の人生まだ

まだ捨てた物ではなさそうです。 

 

勝手な解釈ではありますが、社会人になり、自己責任という言葉がネガティブなイ

メージで社会に蔓延して来た頃より、なにか必要以上に関わる・のめり込む事に、

いつのまにか自分の中で否定的、触らぬ神に祟りなしのような感じになり、多分そ

の頃から当事者意識という考え方も薄れてしまったのかなと思いました。 

 

自分にも・他人にも・社会にも、さして興味・期待が無くなり（意味を考えると言

う思考を止めて）、心のどこかで人生逃げ切れるかな感やどうにかなるだろう感が

有ったのだと思います。まさに刺激を受けないと反応しない、自分で渦を巻かな

い・巻けなくなっていました。只々、自分が中心に、また先頭に立つ事がリスクと

しか捉えられなかったのだと思います。 

 

それが音源を聞いた後、自分事ってこんなにクリエイティブで楽しく、かつ

真剣に取り組めば取り組むほど（世界を殴り続けるほど）興味深く、新たな

視点、課題、解決する喜びに満ちているのだなと痛感しました。大袈裟です

が、自分から世に問う事をしても良いのかなと思いました。（まずは身近な人

へ気を入れて関わり・満足して頂けるところからです） 
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生きていくうえで、課題が無い・前に進めないのは当事者意識（自分事）として周

りの物事を捉えられていないからであったのでルール（仕組み）を理解し、前に進

めている感が持って真剣にどうすればよいのか、私もＢパターンから考えて行き

たいと思います。（適度に生活出来てしまうと当事者意識が薄れてしまう様ですの

で）ちゃんと自分事として意味をあたえ、感じ取れる様、努力致します。音源中に

あった、当事者意識の無い人は学べないし、学べる人と付き合えないという部分が

ありましたが、相乗効果（刺激を与えあえる）人間関係を構築したいのでそこも当

事者意識を持つメリットとして認識出来ました。 

 

また、感情の力も改めて捉えなおしました。いままで思っている以上に強いと説明

されておきながら、今回の音源で物理的に殴られた感がしました。私も必要以上に

周りの人が気になり、何を考えているのかと思うと、その事ばかり気になり、とに

かく落ち着きません。（それだけで毎日ぐったりです） 

 

一人でいると楽ですが、知らない事が増え想像力の欠如になっていました。大人が

真剣・必死になるのは見っとも無い、なんて綺麗事を言っている暇が有ったらダメ

元で自分の強みを作り、達成感・喜びを見出したいと思います。（その為にも目標

設定・日々刻々の記が大切ですね）テレビゲームのキャラに有効なスキルを覚えさ

せて、それを足がかりにさらに経験値を稼ぎ・装備を整え、ストーリーを有利に進

める感じで、リアル自分というキャラを育てるのでいいのかな、とつくづく思いま

した。ゲームの難易度を調整し、結果が出る意志決定基準から達成感を得たいと思

います。 

 

感情のリハビリ の部分は個人的にも大変重要なお話だったと思います。ただガム

シャラに何でもやる、ではなくその為の準備（理解）が得られました。 

 

多くの方に是非この音源を聞いて頂き、自己充足・良い意味で渦を巻き関わ

る人にも人生の満足感を得てほしいなと思いました。 

 

最後に、感想を送る事を考えて音源を聞き、メモを取り、いろいろ考える事で学び

の歩留まりが格段に上がっていると毎回意識しております。これも大切な学習方

法ですね。うまく纏まらない感想ですが、今の率直な気持ちです。 

 

今回もいろいろな教えを頂き、ありがとうございました。 

（青木隆幸 様） 
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今回の音源で、特に心に残ったのは、当事者意識を深く掘りさげて、その

問題点をあぶりだし、適切な対処法まで言及している点でした。何となく

理解はしていたのですが、ここまで徹底的に教えていただかないとなかな

か意識できない、自覚できないものだと思いました。 

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、当事者意識を深く掘りさげて、その

問題点をあぶりだし、適切な対処法まで言及している点でした。何となく

理解はしていたのですが、ここまで徹底的に教えていただかないとなかな

か意識できない、自覚できないものだと思いました。 

 

当事者意識が薄い傍観者だと人生を変えるどころか未来への可能性は徐々

に狭まって、手遅れの状態になってしまうことがよく分かりました。当事

者意識を起こすには、目標の設定が大事であり、それには、理想の状態を描く A

パターン悲惨な未来をリアリティを持って感じる B パターンがあることも目から

ウロコでした。（A を念頭に置きつつも、B から始めようと思います） 

 

今後は、外へ向かってより発信をすることを心がけ、まず目の前の人に価値を渡

し喜んでいただくことをモットーに適切なフィードバックをもらいながら、感動

の渦を大きくして、力強く成長してまいります。 

 

これからも、脳内言語が書き変わりパラダイムシフトを起こす音源を楽し

みにしております。 

 

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 様） 
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「当事者」意識を持って行動することが、いかに大切なのか、あらためて

五臓六腑にしみわたる感覚を得た、音源でした。とにかく、オンライン化

で失った感情を取り戻すためのリハビリには、うってつけの音源です。ぜ

ひ、お聴きになることをオススメします。 

この当事者音源によって、テレワークでリアルに人に会うことが減少した

世界において、どうやって、日々、活力を持って生きていくか、というこ

との、かなり有用なヒントを与えていただきました。 

 

以前は、頻繁にリアルで人に会うことによって、会話や立ち居振る舞いな

どから、様々な情報を受け取り、それが刺激となり、あらゆることが自分

ごとになって前に進んでいくキッカケになっていました。それが、テレワ

ークにより、そして会って話すこと、リアルでセミナーに参加することが

激減したことにより、五感をもって、自分ごとにしていく機会が、かなり

失われてしまいました。もちろん、オンラインミーティングはあるものの、リ

アルで会うことと比較すると、その刺激度は、下がってしまいます。そうやっ

て、いつの間にか不感症まっしぐらとなりかねなかったところ、この当事者音     

源では、いかにして、「自分ごと」にしていくか、ということが、あらゆ

る角度から言及されておりました。 

 

また、時々刻々の記、重課金、ゲーム化、物語、目標設定、システム、

等々、過去の音源との接続が縦横無尽に張り巡らされており、それらとの

文脈が重層化していくことによって、概念の深い理解を促進してくれる効

果がありました。 

 

「当事者」意識を持って行動することが、いかに大切なのか、あらためて

五臓六腑にしみわたる感覚を得た、音源でした。とにかく、オンライン化

で失った感情を取り戻すためのリハビリには、うってつけの音源です。ぜ

ひ、お聴きになることをオススメします。 

（Ｓ・Ｉ 様） 
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音源を聴くまでは、「当事者意識を持て」と言われても「俺だって不安を抱

えながら生活しているわ」と内心思っておりましたが、今回の音源では、 自

分に何が足りないのか、今後、何をした方がいいのか 、全てが言語化され

ていました。 

鮒谷様 

スタッフの皆様 

 

この度は、当事者音源をご提供下さりありがとうございます。 

 

自分では当事者意識を持っているつもりでしたが、「当事者意識を持て」と指導さ

れることが多々あり、何が足りないのかわからずにいました。 

 

音源を聴くまでは、「当事者意識を持て」と言われても「俺だって不安を抱

えながら生活しているわ」と内心思っておりましたが、今回の音源では、 自

分に何が足りないのか、今後、何をした方がいいのか 、全てが言語化され

ていました。 

 

他の音源にも言えることですが、音源を聴くことで、自分一人では得られな

い気づきを得られ、また繰り返して聴くことで、多面的に思考を働かせるこ

とができています。 

 

この度も、音源を通じ、学びの機会をご提供下さりありがとうございます。 

（Ｋ．Ｇ 様） 
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どこかで当事者意識の強さは才能に似たところがあり、自分にはそれを強化

することは出来ないのではないかという、諦めにもにた感情がいつもあった

のですが、今回の音源で説明されている技法を使えば変わっていけるかもし

れない、という希望の火が心の中に灯った気がします。 

自尊心音源に引き続き、こちらの当事者/傍観者音源を購入させていただきまし

た。 

 

「当事者意識」という言葉が、少し前から自分が抱いている違和感を解消す

るヒントになるように思えたからです。 

 

自尊心音源では、自尊心は「アプリケーション」「OS」の更に下部にある、「BIOS」

に相当するものだという話がありました。 

 

今回の音源を聞き、当事者意識もそれに近いものがあると再認識しました。なぜな

ら、それがなければ環境から情報を取り込むアンテナも立たず、そして情報を取り

込んでも自分ごとではないのですぐに揮発してしまうからです。これでは自分の

人生を主体的に前に進めていくことは出来ないのは当然です。 

 

今回の音源を聞く前から当事者意識を高めたいと常に思っていたのですが、

同時に「ではどうすれば？」とも思ってきました。音源ではいくつかの実践

的な方法をご紹介いただいていますが、どれも「これは効果がありそうだ」

と思えるものでした。 

 

どこかで当事者意識の強さは才能に似たところがあり、自分にはそれを強化

することは出来ないのではないかという、諦めにもにた感情がいつもあった

のですが、今回の音源で説明されている技法を使えば変わっていけるかもし

れない、という希望の火が心の中に灯った気がします。 

 

早速日々の日記や思考に鮒谷さんの技法を取り入れて、自尊心とともに当事

者意識を強く大きく育み、自分の人生を加速度的に切り開いていきたいと思

います。 

 

この度はヒントに富む音源をどうもありがとうございました。 

（Ｙ．Ｈ 様） 

 

  



■当音源（「当事者意識」の引き出し方・放談会音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/6516ebed/ 

 

今回の当事者意識音源は、放談会後に感想を述べられていた方もおっしゃっ

ていましたが、当事者意識をキーワードに、いろんな要素が盛り込まれてい

るように感じました。 

このたびは音源を提供いただきありがとうございます。 

 

これまで、私にとって入門編となる音源学習法に続き、システム＆カオス音

源、重課金無双音源と聞いてきましたが、システム＆カオス音源は繰り返し

聞くことで自分の中に仕組みを取り込んで実践していくイメージ、重課金無

双音源は話の熱量からパワーをもらい、永久機関化している内面を話の端々

から垣間見る、いずれも毎回聞くたびに、心に撃ち込まれるポイントが変わ

る、そういう、見る角度によって模様が変化する、ホログラムのような音源

であったと思います。 

 

今回の当事者意識音源は、放談会後に感想を述べられていた方もおっしゃっ

ていましたが、当事者意識をキーワードに、いろんな要素が盛り込まれてい

るように感じました。 

 

その分、ホログラムの模様の変化が激しく、今後も繰り返し聞いて、隙間を埋めて

いく必要があるなと感じました。 

 

音源の中でも触れられていましたが、世の中、災害対応、コロナ対応は緊急事態だ

から、政治や行政は金に糸目をつけずに財政出動をすべきという論調が大勢の支

持を受けており、政治はここ数年歯止めなく財政出動している状況にあります。 

 

普通に考えると危機的なんですが、今を凌げれば後の世代には何となくバラ色の

未来が待っているはず、という妄想に近い未来予測、とか、日本だけじゃなくて世

界各国でも同じようにバラマキやっているから日本だけつぶれることはないだろ

うという根拠なき楽観、あるいは信用創造は実は無限にできるようになっている

のに、それにこれまで気づいていなかっただけ、という MMT 理論的など、公的債

務の増加は気にする必要がないという理論が広まっており、どれも怪しいとは思

いながらも、検証は容易ではなく、結局のところ「難しくてよくわかんないけど、

いろんな有識者っぽい人が大丈夫だと言ってるなら、何とかなるのかな」的な消極

的賛成モードで、過ごしている人が大勢なのだと思います。 

 

ただ、確率的には、今のバラマキの度合いが大きいほど、将来の落下の衝撃は大き

く、それによる社会の混乱がもたらす悲劇の度合いも強くなるように思います。 
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まともにやると、そういう政治のもとで、特定分野における部分最適化の役回り

が、今の私に与えられたミッションですので、将来への備えはできない。なので、

水面下の活動で、今の対応に資源をすべて投下せず、落下時の緩衝材をまく作業を

進めておく。 

 

これは立場上、匿名しかやりようがないので、地道にやるしかないのかなと思うの

ですが、匿名ですと、当事者としての覚悟が伝わらない、それだと、いつまでたっ

ても広がらないだろうとは、漠然と思っていたところで、この音源を聞いて、あら

ためてそれを痛感し、どういう形でか、自分というものを世に出し、ダイレクトに

危機を伝えるのは難しいですから何かに仮託してということになるか、離陸準備

して今の場所に火を放ち、そのまま二度と戻れない新天地への旅立ちをするのか、

そのへんはわかりませんが、自分の殻をやぶっていきたいと思います。 

（Ｍ．Ａ 様） 

 

  



■当音源（「当事者意識」の引き出し方・放談会音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/6516ebed/ 

 

読者諸賢には自明かもしれませんが、重要な事象であればあるほど、地味

に見えても繰り返し様々な角度から語る価値があるのですし、その都度重

要な発見があるものです。この音源を聞いて、過去の関連音源を聞くこと

で、脳内の回路の結びつきは一層強固なものになるでしょう。 

「ともすると批評モードに入る」という言葉からは「これ、私のことか？」など

と思わされ、様々に耳と心の痛い音源でした、というのが第 1 の感想であるとし

て、第 2 の感想として言えるのは、「当事者意識」を巡る概念系に対する

違和感を確認し、調整する機会になってよかった、ということです。 

 

「自責思考」「自己責任」という単語はよく聞くところでしたが、正直に申し上

げると、これらの言葉は本当に責任を負いようのない・負うべきでない人々を押

しつぶすために（それこそ、自責を説くのに他人を責めるために）持ち出される

きらいがあり、あまり好きではありませんでした。 

 

「責任」や「責」が多くの場合には悪い事態が生じた場合の原因にあたる主体を

突き止め処罰することに関連付けられるからには、ともすると見当違いな感をい

だかせかねない、そして不用意に萎縮させかねない、私にとってはなんだかイヤ

な言葉でした。 

 

もちろん良心的な人であれば、「自責」の観念にそのような意味合いを背負わせ

ることはないのでしょうが、コノテーションの点でどうにも「自責」という言葉

を引き受けるのには困難があったというなりゆきです。 

 

特に一倉定のある種過激な表現----郵便ポストの赤さや電信柱の高さを、社長の

責任とする----は、少なくとも文字通りに捉えれば明らかな誤謬ですから、その

暑苦しさと押し付けがましさにどうにも辟易していたという事情もあります。 

 

が、同様によく聞くところの「当事者意識」という表現であれば、これが少なく

ともごく個人的で、「責任」という起源からして対他的・処罰的な表現を介さな

い点で，（意味される内容が殆ど同じであるとしても）前向きに受け入れられそ

うなものですし、あくまでも個人的なことを言えば、今回の音源ではそうした言

葉遣いに関する自らの選好を確認できた、という点でよいものでした。 

 

過去の事実それ自体は変えられず、社会や経済の成り行きも個人の手で如何とも

しがたい場合が殆どであるからには、そこに通常の意味での「責任」は直接的に

は発生しませんが、少なくともその中でちっぽけな一個人が生きて未来を切り開

くことを考えるなら、結局は過去の事実も含めたそうした森羅万象と向き合い、
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そこから学び、適切な解釈を積み重ね、適切な対応を続けることになるはずです

し、こうした態度は、訪れるものへの防衛的対応としてのみならず、寧ろ先手を

打つ積極的施策としても現れる、ということなのでしょう。言い換えれば、積極

的に自らの未来を守り、また栄えさせるために、自らの影響を及ぼしうる範囲を

拡大し、実際に影響力を行使しつづけることになる、と言っても良いかもしれま

せん。これが概ね、本音源に言われる「当事者意識」であろうと拝察いたしま

す。 

 

この観点から補足するなら、鮒谷さんがおそらくは（顧客のニーズを考慮したう

えで）意図的に単純化しバッサリと切って捨てている「批評」的な態度の難点

は、それが行き当りばったりであるというこにこそ存しているのであり、（出馬

という手段に訴えるかどうかは別として）社会や政治の問題について声を上げる

あり方もまた、個々人の目的や戦略に応じて「当事者意識」に満ちたものであり

うるのでしょう。 

 

こうした柔軟性を確保することができたのは、「自己責任」というよりは「当事

者意識」を主題とした本音源の（おそらくは意図せざる）果実かなと思います。

これが第 2 の（どこまでも主観的な）感想の要諦でした。 

 

■ 

以上が当為であるとして、実際に当事者意識を持ち強めてゆくにはどうするか、

という点が、音源の後半にて、3 プラス 1 の観点から説明されています。 

 

これらは概ね次のように纏められるかもしれません。あくまでも個人的な整理で

すが、「感想」であることに赦しを得て、整理してみたいと思います。 

 

1.目標を設定して近づいていく or 最悪の事態を想定してそこから遠ざかろうと

する 

 

2.変えられない過去から、望ましい未来への流れの中に現在を位置づけ、意味を

与える 

 

3.自分でルールや課題を設定し、最低限のゲームを成立させる 

 

4.目の前のこと・人に注力する 

 

これら 3 プラス 1 の指針に対して第 1 に言えるのは、どの方策も「意味」や

「方向」を与えることにその生命を持つということです。実に「意味」と「方

向」は一定の西洋語においては同じ語で表されますし、あくまでも「感想」であ
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ることに再度赦しを得て、この観点からもう少し書きたいと思います。 

 

音源が問題とするような、未来へつながるという意味での「当事者意識」を持つ

ことは、現在の自分の立ち位置のみを見つめることではなくて、自分が時空間の

中に位置を占める存在であることを確認したうえで、俯瞰してものを見ることに

関わる、ということでもあるでしょう。 

 

上手くもない比喩を弄するなら、大海原で、あるいは砂漠で行く宛もなく立ち尽

くしているとすれば、なるほど船が沈まないように、日差しにやられないように

配慮をする必要がありますが、そうしてその場にとどまって延命を図ることは、

長期的にみれば緩慢な自殺にほかならないのですから、我が身が大事なのであれ

ばこそ寧ろ方向を決めて（意味を与えて）動き出す必要があり、それこそが当事

者意識の発露と言えるだろう、ということです。 

 

目の前の渦潮や毒蠍を躱し、さしあたって陸地やオアシスを、ゆくゆくは行き着

くべきエルドラドを思って歩み始めよう、ということです。 

 

特に 1.と 3.と 4.の点は、良くない運命を招来する危険を回避する「方向」へと

動くこと、究極的とは言い難い当座の目標を達成する「方向」へと進むこと、に

関わり、その点で「当事者意識・ことはじめ」として機能するのでしょう。 

 

2.もまた、これまでの履歴を振り返り、そこから得られた知見をもとに、行き着

きたい未来との関係から現在いる位置に「意味」を与え、歩みだす「方向」を特

定するという意味では、同じ圏域にあると言って良いかもしれません。 

 

第 2 に言えるのは、結局この音源が、他の音源で述べたことを幾度も振り返りつ

つ成立しているということです。ごく簡単に言えば、1.の点はモロに目標設定音

源ですし、2.は物語関連音源であり、3.は人生ゲーム化音源、4.は気を入れる＆

感動音源です。 

 

1.については、音源内で予告されている通り、リスクをことさらにあげて我々の

不安感を掻き立てる音源も企画されているようなので、そちらの公表が待たれる

ところですし、個人的にも期待してやみません。 

 

言うまでもないことですが、もちろん関連音源があるということは、聞く

価値がないということを全く意味しません。 

 

読者諸賢には自明かもしれませんが、重要な事象であればあるほど、地味

に見えても繰り返し様々な角度から語る価値があるのですし、その都度重



■当音源（「当事者意識」の引き出し方・放談会音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/6516ebed/ 

要な発見があるものです。この音源を聞いて、過去の関連音源を聞くこと

で、脳内の回路の結びつきは一層強固なものになるでしょう。 

 

そうした観点からも、聞けてよかったと感じております。 

 

どうもありがとうございました。 

（Ｒ．Ｈ 様） 
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本音源、私にとっては、今まで購入させていただいた音源の効果を最大化

させるための基本となる音源、と感じました。 

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、今まで購入させていただいた音源の効果を最大化

させるための基本となる音源、と感じました。 

 

今まで購入させていただいた音源を最大限に活かし、『鮒谷システム』を

身体化するために、「当事者意識」という言葉を回し続けていきたいと思

います！ 

 

以下、ランダムで行ったり来たりしていますが、音源を聞いての自分のためのメ

モ書きです。 

 

（メモ） 

・前に進めない最大のボトルネックが、当事者意識の欠如 

 

・当事者意識を持つためには、意味づける力が重要 

自分ごとに出来るかどうかは、意味を与えられるかどうか 

 

・当事者意識の有無が、学びの質に影響する 

当事者意識があると、学びの歩留まりがとてもよくなる 

（塊魂のイメージ） 

 

・ゲームとしてとらえる。当事者意識を持つ一つの方法 

 

・自分ごとにするために、感情を動かす。意味付けをする。 

感情が動く、感情の力大きい 

感情（こうしたい！）＞論理 

 

・どうすれば、自分ごと化するか 

 

①目標 

－幸せになる。ありたい自分から考える 

－マイナスから考える ← 効果あり！ 
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恐怖から突き動かされる 

必死でやると、活路が見いだされる 

あえて自分を必死にさせる 

自分の将来の最悪の事態を想像する 

痛みから逃れるために、本気になる 

必死にやっていると、何かをつかむ 

ネガティブ感情強い！ 

負の感情を利用し、自分ごと化する 

 

②自分の人生を物語化する 

－ストーリー 

我田引水。物語をつくる 

自分の人生をストーリーと捕らえる 

自分の人生をプロジェクト X 化する 

感情が動く 

物語、過去→未来→現在の順で書く 

一日一回事件を起こす（当事者意識） 

毎日、ことをおこす ←毎日の充実感のためにも重要 

 

③意思決定基準 

－武器が必要、方法論 

小さな自己肯定感の積みかさね → ストーリーになる 

 

・感動する方法 

－目の前のこと、人に全力で取組む 

フィードバックがあると、感情が動く 

（Ｋ．Ｍ 様） 
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聴くことでついつい後回しにしている、第２領域への行動を促す効果もあ

り、少しずつではありますが進むようになりました。 

今回、鮒谷さんのメルマガの中で当事者というキーワードとともに新音源の話に

目が止まり、購入画面まで直ぐに進みました。 

 

しかし、最後の購入ボタンを押す前に金額で迷いが生じましたが、過去に聞いた

音源で学んだ「欲しいし聴けば必ず学びになるとわかっているけど、金額の

高い低いで迷うなら買う」という言葉を思い出し、迷いを断ち切って購入す

る事が出来ました。 

 

購入後、早速イヤホン耳に突っ込み通勤中に繰り返し聴いています。 

 

聴くことでついつい後回しにしている、第２領域への行動を促す効果もあ

り、少しずつではありますが進むようになりました。 

 

やはり購入時に思った言葉は間違いではなかったと、購入後に改めて実感し

ています。 

（Ａ．Ｓ 様） 
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今回も学びある音源をいただきありがとうございました。 

鮒谷様 

セカンドステージ様 

 

いつもお世話になっております。 

今回も素晴らしい音源をありがとうございました。 

 

私の仕事は、「大手企業」に該当するかと思いますが、私も含め周りを見てると、

本当に何とかこのまま逃げ切りたいと思っている方がとても多いように感じま

す。 

 

私自身も鮒谷さんと出会うまで、どちらかと言えば、「逃げ切る・楽して逃

げ切りたい」という思いだった気がします。というよりも、自分の人生を自

分で歩いていない、全く当事者意識がありませんでした。それが日記を毎日

書くようになり、去年の 5 月から一度も休むことなく書き続けることがで

きているのは、自分事にできたからだと思っています。その要因は、「目標を

持つようになったこと」と「このままでいいのかという恐怖があった」からだと思

います。 

 

「このままでいいのかという恐怖」については、人生 100 年と考えれば、今の勤

務先で人生が終わることはありえない。だからこそ、自力をつけないと、残りの人

生を機嫌良く生きていけないという危機感があったからだと思います。それは、今

でもありますが...。 

 

でも、それが原動力となり、少しずつでも前に進めているのだと今回の音源を聴い

て納得できました。 

 

そして、今回、1 番心に残ったのが、システム化されると、当事者意識が薄れてい

くということ。 

 

まさに今、その状態にあるからです。 

 

とにかく、毎日、日記を書き続けていますが、それで満足していた自分がいたと思

います。それに気づけたことで、さらに負荷をかけることで、当事者意識を取り戻

し、心を震わせながら、学びの歩留まりを高めていきたいと思います。 

 

そして、毎日全力を出す。これを肝に銘じてこれからも行動量を増やしていきたい
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と改めて感じました。 

 

今回も学びある音源をいただきありがとうございました。 

（金融機関勤務 Ｒ．Ｉ様） 
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今回もとても大きな気づきを与えていただき、ありがとうございます。 

この度も貴重な音源をありがとうございました！ 

 

今回の音源でも印象に残る箇所がたくさんありましたが、その中でも一番は、

「情緒が乱れたらチャンス」という言葉でした。 

 

不安や焦りを感じるということは、心が動いているということ。 

悲観するのではなく、むしろその心の動きを原動力にして行動につなげればいい、

というお話には、ハッとさせられました。 

 

というのも、これまで不安や焦りが生まれること自体をネガティブに捉えてしま

っていたからです。 

 

常に平常心でいられるように、無理に楽観的に捉え直そうとしたり、不安や焦りを

感じているのにあえて無視したりしていました。 

 

これまで鮒谷さんの音源を聞いている中で、なんとなくですが、自分の中で勝手

に、心が動く = 感動 = ポジティブな感情が起きることと解釈してしまっていた

ように思います。 

 

ネガティブな感情にはしょっちゅう起きてるのに、それをうまく利用することが

できていませんでした。 

 

これからは、不安や焦りを感じる度に行動のチャンスに活かしたいです。 

 

今回もとても大きな気づきを与えていただき、ありがとうございます。 

（ＷＥＢ広告業 Ｎ．Ｔ 様） 
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自分は当事者意識は比較的ある方かなと思っていましたが、まだまだ全然

甘かったな、ということを思い知りました。 

鮒谷様、セカンドステージの皆様 

 

今回も素晴らしい音源ありがとうございました。 

 

自分は当事者意識は比較的ある方かなと思っていましたが、まだまだ全然

甘かったな、ということを思い知りました。 

 

すべての事象を自分事として考えるというのは、今まで意図的に避けてきたと思

っています。理由は、余計な認知リソースを関係ないことに割きたくなかったか

らですが、結果として、それは自分の世界を閉じる方向に働いていたのだと気づ

きました。 

 

「理性＞感情」ではなく「感情＞理性」にならないと自分事にならない、という

お話は「まさにその通り！」と納得しました。理性では人間は動かず、感情がか

き立てられれば勝手に行動が起こる、そのためには、どのように行動を誘起する

感情をかき立てれば良いのか、ゲーム音源の内容なども復習しつつ、試行錯誤を

繰り返したいと思います。 

 

恐怖や焦りなどのマイナスの感情は向き合うのが辛いので、自分自身は無理矢理

プラスの感情（妄想？）をかき立てて自らの行動を駆動していた感があります

が、マイナスの感情に正面から向き合うことで、さらに当事者意識を高める必要

があると痛感いたしました。 

今まで逃げていた、マイナス感情に直面することを恐れず、それを味わい、咀嚼

して、まずはレベルをマイナスからゼロに持って行くことを目指します。 

 

また、当事者意識を持つということは、すなわち、自分の人生の主導権を

自分が握るということでもあるのかなと考えています。周りの組織や環境

を他人事として捉えていては、結局は、自分の人生がそれらに振り回され

ることになり、外部に操られる人生になってゆくのでしょう。 

 

「人生なるようにしかならない」 

 

とよく言いますが、それは自分以外に人生の主導権を委ねるという意味ではな

く、自分の人生を自分でコントロールしたうえで、不測の事態などにおいてはな

るようにしかならない、ということと理解しています。 
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当事者意識の向上に努め、自分の人生を取り戻す営みを続けて行きたいと

思います。 

（Ｈ．Ｍ 様） 
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まだまだ当事者意識の塊の人にはほど遠いですが、すべて自分事として捉

えて常在戦場の気持ちをもち自分の英雄譚を作り上げると決意いたしまし

た。 

鮒谷様 

大塚様 

 

この度も貴重な音源、ありがとうございます。 

 

当事者・傍観者音源の感想を提出させていただきます。 

 

私はこの音源が販売されるタイミングで、仕事において人間不信になるくらい大

きな衝撃を受けておりました。コロナ禍も加わり、かなり精神的に落ち込んでお

りましたので、音源を聴くという前向きなことはできないかもと思いつつも、何

か現状を打破するヒントがあるかもしれないなと思って購入させていただきまし

た。 

 

実際、聴くと、今までの自分の当事者意識の無さに情けなくなり、現在の自分の

置かれている立場はそもそも当事者意識がないことによって引き起こされたとい

って間違いないと思いました。 

 

かといって、過去を悔やんでも仕方ないなと割り切り変えることができるのは

「自分」と「未来」だけだと必死にもがいてみたら、一筋の光明が見えて、少し

ずつ良くなってきております。 

 

まだまだ当事者意識の塊の人にはほど遠いですが、すべて自分事として捉えて

常在戦場の気持ちをもち自分の英雄譚を作り上げると決意いたしました。 

 

ありがとうございました。 

（Ｔ．Ｋ 様） 
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「当事者意識」は自己肯定感と同じくらい大切な考え方にも関わらず、あ

まり言語化されていない、もしくは間違った理解をしていたのでは？と気

づきを得ることができ、音源を聞く事、感想を書くことは思索を深める良

い機会となりました。 

鮒谷様、大塚様、セカンドステージの皆様 

 

当事者音源の感想を送付いたします。遅くなり、申し訳ありません。 

 

今回の当事者音源は 20 回以上は聴き、文字に起こし、自分の考えや過去の

経験も書き出ししておりました。どんどん気づきが出てきてうれしい反面、

収拾がつかなくなりそうなので、一旦感想をまとめたいと思います。 

 

音源を聞いた今現在、当事者意識という言葉を私の中で定義し直したところ、 

 

「他者や社会と関わる中で、高まってくるものであり、当事者意識だけを引き上げ

ることはできない。」 

 

となりました。 

 

音源でも語られてましたが、当事者意識を上げるには「感情」を動かすしかなく、 

 

・感情を動かすためには物語を編み、意味づけをしながら心を震わせること 

・社会に殴りかけ、価値提供を行う中でフィードバックを得ること 

・ルールを知り、適切な負荷をかけ能力が発揮できていること。 

 

これら他者との活動の結果、当事者意識が高まっていくのであって、当事者意識だ

けを高めようとしても無駄であることがわかりました。 

 

仕事で自分より当事者意識が低い人に対して、 

 

「ちょっとは考えろ」 

「あいつは分かってない、意識が低い」 

 

など。といった言葉を耳にすることがあります。 

 

私もそこまで言わないにしても、なんで自分と同じ考えでないのか？どうしたら

当事者意識を引き上げ、自分で気づけるようになるのか？と考えるケースがあり
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ます。先ほどの定義に照らし合わせると、当事者意識を直接上げようと、無理やり

水を飲ませる行為だったと気づきました。 

 

「当事者意識」は自己肯定感と同じくらい大切な考え方にも関わらず、あま

り言語化されていない、もしくは間違った理解をしていたのでは？と気づき

を得ることができ、音源を聞く事、感想を書くことは思索を深める良い機会

となりました。 

 

今回の音源で当事者意識を高め、学びの歩留まりが高まることを期待しつ

つ、改めて、過去の音源を聞きなおしたいと思います。 

（製造業 カスタマーサービス部 Ｍ．Ｋ 様） 
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。 

音源を聞いて初めて当事者意識というものが私の意識にのぼり、希薄だった

ことに気づきました。 

鮒谷周史様、スタッフの皆様 

 

いつも貴重な音源ありがとうございます。 

 

鮒谷さんの音源はいつも、私には見えていないものを気づかせてくれます。 

 

音源を聞いて初めて当事者意識というものが私の意識にのぼり、希薄だった

ことに気づきました。 

 

このような抽象度の高い（ピラミッドの上位の）態度・姿勢は具体的な（ピラミッ

ドの下位の）ものより、意識的無能と意識的有能の溝は大きいと思います。それを、

目標を持つこと、目の前の人に一生懸命になることなど、当事者意識を持つため

の方法も併せて示してくださっていました。 

 

私の拙い経験でも、目の前の人に一生懸命になることで良いフィードバックを頂

き、良いフィードバックをいただく事で、さらにその方向へコミットしていく感覚

があります。 

 

多くの良いフィードバックを頂けるよう、これからも気を入れていきたいと思い

ます。 

 

いつもありがとうございます。 

（中東威 様） 
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当事者意識をもち、すべてを自分事として捉えて、主体的に自責で生きる人

は、自らの人生を自らコントロールしていけるものだと思いました。 

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。 

 

他の誰の人生でもない自分の人生を、自らコントロールして生きていくためには、

「当事者意識」はまずもって絶対に必要な要素ですね。 

 

当事者意識がなければ、その場しのぎであっちへフラフラ、こっちへフラフラする

人生になってしまい、自らの人生を自らコントロールできなくなってしまいます。 

 

私も日記を書き始めてからもうすぐ１０年になりますが、書き始めてから一日一

日を大切に丁寧に主体的に生きるようになりました。日記で自らを定点観測する

ことで、自分でもわからないような変化を、時々のペースメーカー、バロメーター

として示してくれています。 

 

身近で起こった些細なことや世間や社会の出来事、そこからの感情の揺れに対し

て、あらゆることを自分事として捉え、意味付けをするようになりました。 

 

転んでもタダでは立ち上がらず、何かをつかんで立ち上がるようになりました。何

をしても、何を食べても、だれと会っても、何が起きても、何らかの意味を得る習

慣もつきました。 

 

一見関係のないようなことは何もなく、見方や考え方、引っ張り方を変えれば、こ

の世のすべては自分事として捉えられますね。まさに「我以外皆我師也」ですね。 

 

「電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも社長の責任」「すべての事象はわが心

の反映」と思って自分事・自責として捉えていれば、「自分に何ができるか」を常

に考えるものだと思いますし、影響の輪の中で「自分に何ができるか」を問い続け

ることで、あらゆるものを自ら主体的に変えていくことができるものです。 

 

だからこそ、当事者意識をもち、すべてを自分事として捉えて、主体的に自

責で生きる人は、自らの人生を自らコントロールしていけるものだと思いま

した。 

 

一度きりの人生を、自らしっかりコントロールしていくためにも、これからも
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日々、当事者意識をもって、あらゆることを自分事・自責・主体的に捉えて生きて

いきます。 

 

今回も貴重な学びをありがとうございます。 

（桑原孝太 様） 
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明確な目標が定まらず、二の足を踏んでいるよりは、ゼロを目指し動き出

す方が絶対良いので、今回のお話で広がった視野で今一度、自分がどのよ

うな状態になりたいのか、見つめなおし、今の自分に合った目標とは何か

考えたいと思います。 

鮒谷様 

 

この度は、貴重なお話を聞かせて頂き有り難うございました。 

 

キーワードとして、印象に残ったのは「感情は自分事化する」というお言葉でした。 

そういう意味でポジティブ感情よりネガティブ感情を使うことによって自分事と

とらえることができ、行動が促されるのだと理解できました。 

 

目標としてはポジティブ方向でなければならないと、思い込んでいましたが、目標

はネガティブ感情からでも良いんだと納得できました。 

なかなか目標と言われても、ポジティブ方向に自分がどうなりたいかなんて思い

つかずにいましたが、マイナスからゼロを目指すのでも良いんだと聞いて少し良

い意味で肩の力が抜けました。 

 

もちろん、最終的にはいつまでもゼロを目指していてはいけないのですが、 

 

明確な目標が定まらず、二の足を踏んでいるよりは、ゼロを目指し動き出す

方が絶対良いので、今回のお話で広がった視野で今一度、自分がどのような

状態になりたいのか、見つめなおし、今の自分に合った目標とは何か考えた

いと思います。 

 

この度は、有り難うございました。 

（林 様） 

 

  



■当音源（「当事者意識」の引き出し方・放談会音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/6516ebed/ 

 

この度も学びの多い音源をありがとうございました。 

鮒谷様、大塚様 

 

遅くなりましたが、当事者音源の感想を送らせていただきます。 

 

最初、当事者意識と聞いて思い浮かんだ言葉は、自責です。自責の話はメルマガで

も何度も出てきた言葉ではないかと思います。自責という言葉から、連想するの

が、電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも、すべては自分のせい。という言葉

でした。 

 

しかし、自分にとっての自責とは何かをあまり考えたことがなく、すべては自分の

せいと思えば、それは自責になると思っていましたが、これでは、外から仕入れて

きた言葉を、ただ単に当てはめただけで、自問自答には至っておらず、そのため自

分の言葉になっていない。自分事化とは、意味づけであり、そこには感情が動いて

いる。確かに何でも自分のせいだと言うことは簡単であるが、なかなかそう思うこ

とは難しい。それは感情が動いていないからではないかと気づきました。 

 

日記の書き方にも工夫がいるなと感じています。自問自答に至っていないのは、感

情の動きである！や？に対して、気づきは書いているつもりではあるが、意味づけ

までができていないように感じています。ここが鮒谷さんも日記音源で語られて

いた上級編でもある比喩の力でしょうか。 

 

自分というフィルターを通して、自分なりに解釈して、言語化して、括弧に入れる。

なかなか日記上級者までレベルアップできていないそれが当事者意識の低さに表

れているのかと感じています。そうなると、日記というのは、習慣にもなり、

継続することで自尊心も高まり、日々日記で語どもたちを戦わせることで、

意味づけ、解釈の力がつき、当事者意識も高まってくる最強の武器ですね。 

 

それと後半で語られていたポジティブ目標とネガティブ目標設定。ついついポジ

ティブな目標だけ設定しまいがちですが、ネガティブな目標も強い力を持ってい

る。この力を使わない手はない。自分もポジティブ目標よりもネガティブ目標の方

が力が出し続けられるのではないかと感じています。ついつい目標とはポジティ

ブであるべきと思い込んでしまっていたのかもしれません。こちらも感情をどう

使うかですね。 

 

負の感情をないものと考えたり、もしくは押さえつけたりするのではなく、その力

を利用して、自分の目標に近づけていく。しかし、世の中にはルールというものが
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あり、それを知らないと非常にムダが多くなり、手戻り発生する。ただ強力なエン

ジン乗っけて、アクセル踏めば、前に進むものでもない。ギアはバックに入れてい

ては、前には進まないし、ハンドル操作を誤れば、事故ってしまう。また、交通ル

ールを無視して、運転はできない。信号無視すれば、捕まってしまう。だから、最

低限のルールは知る必要がある。 

 

そして武器ですね。自分の武器を持てば、ゲームも楽しくなるし、進めるのも楽に

なる。自分事化するためにも、もっと感情の動きをどう解釈、意味づけするかに意

識を向け、日記のレベルアップに取り組んでいきます。 

 

取り留めない感想になりましたが、この度も学びの多い音源をありがとうござ

いました。 

（菅 智教 様） 
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もし、これから音源を学ばれるならば先ずは当事者音源で「自分事・主役は

自分・自分ならば・俺がやる」の大切さを学ばれてから他の音源に移ると効

果は何倍にもなる。 

●「気付いたことや深く学んだこと」 

 

これまで、様々な音源で学ばせて頂きましたが、結局は「自分自身がその場その場

の当事者となることで更に学び・気付きが深まる」なのだという事。学びの成果が

自分自身に今一つ実感として残っていないのは「当事者意識の不足により、＜とり

あえずやっておくか＞の他人事になっていたから」だという事 

 

●「特に印象に残ったこと」 

 

プロジェクトＸの話。私も見ていました。他人の人生に深く感情移入して震えてい

た理由が「出演者が当事者となり、苦しみもがきながらも困難を切り開き最後は成

功する姿に自分をダブらせていたから」と理解できました。 

 

●「今後活用できると思ったこと」 

 

音源を聴く・本を読む・文書を書くなど日常のあらゆる場面で「自分が主役・当事

者の自分であるならばどう行動するか？」の意識を習慣付ける。 

 

●「決意したこと」 

 

自分が自分自身の人生の当事者となり生きる。 

 

●「これから行動しようと思うこと」 

 

これまでの音源の中でも、扇の要となる音源。当事者音源を聴きこんだ後に改めて

他の音源を復習として聴くことで「当事者である自分であったら・・」の視点を加

えてみる。 

 

●「これまでに参加・購入した他のセミナー（音源）との違い」 

 

他に比較出来るものがない圧倒的な存在。 

 

●「弊社セミナー音源の購入を迷われている方へのメッセージ」 

 



■当音源（「当事者意識」の引き出し方・放談会音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/6516ebed/ 

もし、これから音源を学ばれるならば先ずは当事者音源で「自分事・主役は

自分・自分ならば・俺がやる」の大切さを学ばれてから他の音源に移ると効

果は何倍にもなる。 

（河野徹 様） 
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今回、不幸な話や悲劇系の話しを自分を動かす原動力にしていく仕組みを教

えていただいたのは大変有益でした。前向きな話し、不幸な話しどちらでで

あっても適切に解釈して自分の行動を変えていく原動力にしていきます。 

鮒谷さん 

 

今回も良い音源を有難うございました。 

 

前向きな将来を描いて、達成させるために逆算をして活動をしていくという事の

みが目標達成や人生をよくする事につながると思っておりました。 

 

今回、不幸な話や悲劇系の話しを自分を動かす原動力にしていく仕組みを教

えていただいたのは大変有益でした。前向きな話し、不幸な話しどちらでで

あっても適切に解釈して自分の行動を変えていく原動力にしていきます。 

 

特に不幸な話を原動力にしたほうが、立ち上げの際には有効だと感じております

ので自分自身に適切にストレスをかけながら自問自答して活動して参ります。 

今回も有難うございました 

（Ｒ．Ｓ 様） 
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心が震えるものを探す、というのは音源を聞いたり、本を読んだり、セミナ

ーを受講したりというインプットではないと思っていたのですが一方でそ

れによって「行動している感」が感じられませんでした。今回の音源でモヤ

モヤが解消されました。 

今回の音源は、前回の年間プログラム「気を入れる」「心震える」とセット

で、なぜか動けない人の行動を促そうとするものであったというように、受

け取りました。 

 

今回一番心に刺さったことは、「心震えない人がやるべきリハビリ」というところ

で、目の前の人に全力で価値を渡そうとしてみる、というものでした。目の前のた

だひとりも喜ばせることができなくては、それ以上のことができるはずがない。 

 

そして、目の前の人に喜んでもらうことができれば感謝のフィードバックを受け

ることができる。自分の行動に対して他者からフィードバックをもらえると心が

動く。というお話しでした。 

 

それを聞いて、自分が今まで「行動しなければ」と思いながら心震えるものを探そ

うとしてきたことは外部（他者）への影響を与えるものではない、という意味で「行

動」ではなかったのだということに気付かされました。 

 

心が震えるものを探す、というのは音源を聞いたり、本を読んだり、セミナ

ーを受講したりというインプットではないと思っていたのですが一方でそ

れによって「行動している感」が感じられませんでした。今回の音源でモヤ

モヤが解消されました。 

 

日々目の前のところに影響を与えて、フィードバックをもらえるように行動して

いきます。 

（中安さつき 様） 
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失敗しても、自分で到達したいところを決めて、自分でゲームをつくって

ゆくそういう歩みを始めていたつもりですが、音源で自分事とはどういう

ことか緻密に説明いただくと詰めの甘さというか、覚悟の浅さというか

色々修正点に気づかされました。 

鮒谷様 スタッフの皆様 

 

いつもお世話になっております。 

 

この度は「当事者意識のひきだし方」の音源ありがとうございました。 

 

音源の中で、人生を自分事としてとらえるかどうかは、他人の責任にしていたら

成長はないよ、愚痴っていても仕方ないよ、変えれるのは自分だけ、という通り

いっぺんの話ではなく、自分が生きたい人生を送れるかどうかのボトルネックで

あるという点に一番衝撃を受けました。 

 

すなわち当事者意識とは、 

 

自分はこの人生でなにしたいの？ 

どうなりたいの？？ 

 

と自分で納得行くまで考えて、決めて、そして、自分の責任でそこに行くんです

よ、ということで、もしそうでなければ他人にとって都合のよい人生が提供され

て、それを自分の人生と勘違いして生きている結果になりますよ、ということで

した。 

 

思うに自分がどうしたいかをこころに問いかけ、自分で決断して、責任取って行

動してゆくことは、そういう発想自体が昔は希薄でしたし、それに気づいた今で

も、責任を引き受けるということにどこかで恐怖心があります。 

 

だからと言って、他人がドライブする人生に乗っかるのはもっと怖い（笑）土地

勘がなく言葉も通じない海外でタクシーにのるときの何とも言えない不安感を思

い出しました。 

失敗しても、自分で到達したいところを決めて、自分でゲームをつくって

ゆくそういう歩みを始めていたつもりですが、音源で自分事とはどういう

ことか緻密に説明いただくと詰めの甘さというか、覚悟の浅さというか

色々修正点に気づかされました。 
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会社に入ってからの自分をふり返ると気が付けば、自分の力で生きていくという

最も大切なツールが欠落しているまさにおいつめられているという現状です。こ

こで変わらないとほんとうにまずい私もまさに B タイプです（笑） 

 

仕事はキリがありませんが他人に遠慮して、自分がやりたいことを躊躇している

場合ではないですし、自分のことを犠牲にしない回路を構築し、時間、金、エネ

ルギーを集中投資して、いまの窮地から脱却して自信・自立・自活を目指してゆ

きたいと思います。 

このたびもありがとうございました。 

（Ｅ．Ｏ 様） 
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私は会社員ですが、会社員でも当事者意識を更に持って他者をどんどん巻

き込めるよう、過ごしていきたいと気持ちを新たにしました。 

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。 

 

「当事者意識＝自分事と考える」という意味において、以前の自分は完全に傍観

者意識でしたが、最近は、以前よりも明らかに当事者意識は持てていると感じて

います。 

 

しかし、当事者意識がある人にも 

 

・塊魂の人 

・そうでない人（せめぎ合っている人） 

 

がいて、自分はまだ後者であるかなとも思っています。 

 

例えば、ニュースで政治（社会保障などの財政）の話をやっていても、 

 

「へー、そうなんだ」 

 

くらいに思って、当事者意識が発動していませんでした。 

 

当事者意識が塊魂の人はアンテナが高く、意味づけする範囲が広いゆえ、そうい

ったニュースにも意味づけしていくものだということが分かりました。 

 

それに比べると、自分の当事者意識はまだ不十分であり、当事者意識の塊魂を目

指して意味づけする力と範囲を広げていきたいと思います。 

 

目標に関しては、自分の中で、プラスの目標は今はハッキリとしているのです

が、マイナスの目標（危機感）は、感づいてはいたのですがあえて目を向けない

ようにしていました。 

 

でも現状を考えると、今の自分は経済的な面でいっても明らかにＢパターンなん

ですよね・・・ 

 

老後破産や人生転落系のモノをたくさん見聞きし、もっと自分自身で危機感をあ

おってもいいんだという気づきを得ました。 
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自分の中では、 

 

「マイナスの感情をもっと掻き立ててよい」 

 

という点が、今回の音源を聴いて良かったと思える一番のポイントでした。 

 

物語に関しては、「過去」はネガティブな出来事を内的解釈を変えてポジティブ

な意味づけはできています。「未来」もこうなりたいというイメージもありま

す。あとは「今」をどう生きるかがポイントと考えています。 

 

その中で、鮒谷さんの「毎日、事件を起こすことを求めている」という話は印象

に残りました。毎日を何となく過ごして終わらないよう、小さな事件でもよいか

ら起こしていきたいと思います。 

 

私は会社員ですが、会社員でも当事者意識を更に持って他者をどんどん巻

き込めるよう、過ごしていきたいと気持ちを新たにしました。 

 

まずは、自分自身で危機感をもっとあおって、死神に追っかけられる姿をイメー

ジして、そこからの脱却を図ります！ 

（Ｍ．Ｙ 様） 
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「当事者意識を持て」とはよく言われることですが、それをどうやって持つ

のか、その正体は何なのか、ということは一般にあまり語られていません。

根性論のような形で押し込められることも多いです。今回の音源はそれを明

らかにしてくれる音源という意味で、とても興味深かったです。 

「当事者意識を持て」とはよく言われることですが、それをどうやって持つ

のか、その正体は何なのか、ということは一般にあまり語られていません。

根性論のような形で押し込められることも多いです。今回の音源はそれを明

らかにしてくれる音源という意味で、とても興味深かったです。 

 

やはり、大事なのは感情なのですね。当事者意識を持つためにも、自分の感情に目

を向ける、ことが大事だと思いました。今後は日記も使って、自分の感情と当事者

意識について深堀りしてみようと思いました。 

 

以下にこの音源を聞いて、考えたことを２点記します。 

 

１，負のエネルギーについて 

 

鮒谷さんの音源の中で、よく負のエネルギーを原動力にすることが語られていま

すが、この部分だけは、どうも私は理解することができませんでした。行動のエネ

ルギーとなるものは、基本的にポジティブな感情ではないかと考えていたわけで

す。しかし、自分の過去を思い起こせば、確かに行動を起こす最初のきっかけとし

て、危機感から始まったことも多分にあったな、と気づきました。エンジンを回す

時にセルモーターを使うような感じで、負の感情も使えるのではないかと考えて

います。また、自分を動かすことは別としても、他人に行動を促したりするときに

負のエネルギーは一つの手段になってくれると思うので、もっと負のエネルギー

の利用方法を考えたいと思いました。 

 

２，当事者意識の範囲について 

 

当事者意識という言葉について深く考えてみると、その範囲について考えが及び

ました。例えば、なぜ雨が降るのか、ということに対して当事者意識を持っても何

にもなれません。雨が降るという現象に対して、自分が関与できる部分は何もない

からです。人としてできることは、雨が降って、自分がどう行動するかということ

だけです。一方、会社組織で考えてみると、末端の社員が会社の合併先や資本政策

など経営者の責務に対して当事者意識を持つことは良いことではないと思いま

す。なぜなら、天気と同じように、そこに自分の影響力が及ぶことはないからです。

そんなことに気を取られるくらいであれば、自分が今できる仕事に集中した方が
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良いでしょう。ただ、そこから部長の指示、課長の指示と落ちてくると、自分の影

響力が及ぶ部分もあるかもしれません。どこからを自分の当事者意識の範囲とす

れば良いのか、良い考え方があれば良いかな、と思いました。どんな形でも結構で

すが、いつか鮒谷さんの考えをお聞かせできると嬉しいです。 

 

いつも良質なコンテンツのご提供ありがとうございます。今後も期待してお

ります。 

（半導体エンジニア 蔵本貴文 様） 
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「すべては自責」 

「ブリッジング」 

「1 を聞いて 10 を知る人」 

 

これができるようになるための心構え、方法論、実践の仕方を、様々な事例

を通して語っていただけた音源でした。 

「すべては自責」 

「ブリッジング」 

「1 を聞いて 10 を知る人」 

 

これができるようになるための心構え、方法論、実践の仕方を、様々な事例

を通して語っていただけた音源でした。 

 

何となくいい高校に行けたら大学への選択肢が広がり、いい大学に行けたら就職

の選択肢が広がる。 

 

そんな安易な考えで、世間一般の流れに逆らうこともなく大学に行き、特にやりた

いことがある訳でもなく何となく就職した私にとっては、全てが他人事であり、人

が敷いたレールを歩んできたような人生でした。 

 

そんな私が 20 代も後半に差しかかる頃、ようやく人生を自分事として捉え、フィ

ットネス業界の会社に転職してからも、（好きな仕事をしながらも）会社に乗っか

っている身として、経営事に関してはどこか他人事として捉え、自らがしたい業務

だけに注力していたのを思い出しました。（反省です。） 

 

そんな私が独立してからようやく様々なことを自分事として捉えることができる

ようになってきたかな？と思っていた最中、鮒谷さんを始め、既に成功を手に

したと思われる人たちの多くが、ますます自分の使命感に燃え、仕事に没頭

没入される様子を見ていて、どうしてそこまで頑張れるのか？と不思議に思

う時がありました。 

 

この度の音源を拝聴して、それこそがまだまだ傍観者の感覚であり、人生を

自分事として考えているようで、考えていなかったのだと痛感させられまし

た。 

 

独立してある程度順風満帆に行っていたことに、慣れ切ってしまっていたのだと

思います。 
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これからも目標に向けて邁進するとともに、おちおちしていると後ろからバッサ

リと切られる恐怖心を感じながら（コロナ禍においてはそれもリアルに感じまし

た）、より当事者意識を持って臨んでいくことを決意した次第です。 

 

この度も私に足りなかった姿勢を、ズバリ指摘下さってありがとうございま

した。 

 

今後も当事者意識というアンテナを、2 本も 3 本も多く立てて、世間の荒波に立

ち向かっていく所存です。 

（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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あなた様の 

 

コトを起こすのに絶対に必要な 

「当事者意識」の引き出し方・放談会音源 

 

のご購入をお待ちしております。 

お求めは下記リンクよりどうぞ。 

https://form.os7.biz/f/6516ebed/ 

 


