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 【鮒谷周史の、 

圧巻！思考のピラミッドを 

拡張＆精緻化し、 

 

自信と一貫性を持って機嫌よく生きる法 

（ピラミッド音源）】 

 

セミナーにご参加下さった方ならびに 

音源をお聴き下さった方からの 

ご感想集 

【ご注意】 

本音源は「目標設定放談会音源＆日記放談会音源」を 

お聴き頂いていることを前提とする音源ですので、まずはそちらをお聴き下さい。 

（こちらからお求め頂けます） 

鮒谷周史の「圧巻！目標設定＆目標達成」放談会 

 ＆＜フォローアップ編＞＆＜Ｑ＆Ａ＞音源３本セット 

 https://form.os7.biz/f/e31519b0/ 

鮒谷周史の「圧巻！転落続きの人生が、日記を書いたら蘇生した話」 

 放談会音源＜大阪開催分＞＆＜東京開催分＞セット 

 https://form.os7.biz/f/7e5b8a66/ 
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この音源を買うかどうかは、この非常時に不安に浮ついて行動できないで

沈んでいくか、Being 目標に紐づいた行動を大量に行うことで（比較的）

心穏やかに現状を打破していくか、というある意味人生の分岐点になりか

ねないのではないかと思いました。  

鮒谷さん 

 

正直、この音源はしばらく見送って、事態が少し落ち着いてから買おうと考えて

いました。まずこの非常事態に自分がたいそう浮足立っており、リモートワーク

の対応に必死な折に、マイナーな体調不良まで重なって、自分の中では十分な言

い訳がありました。 

 

ただ、ちょっと大げさに言えば、この音源を買うかどうかは、この非常時に

不安に浮ついて行動できないで沈んでいくか、Being 目標に紐づいた行動

を大量に行うことで（比較的）心穏やかに現状を打破していくか、という

ある意味人生の分岐点になりかねないのではないかと思いました。そして

このような非常時には初動が最重要であり、この音源を買うことには、そ

のような象徴的な意味もあるのではないかと思いました。 

 

というような「物語」を盛り込んで（というか鮒谷さんに盛り込んで頂いて）

「ぽちっ」とやった訳ですが、結論から言うと、もう、心から買って良かっ

たとしか言えません。この大きな変化の時に、迅速に、かつ地に足をつけ

た対応をするのに、自分の Being 目標以外に何を指針とできるでしょう

か。こんな当たり前のことに気がつかないほど自分が余裕を失っていたこ

とを、反省しました。 

 

さて具体的な音源の内容についてですが、この音源は、今までいろいろな音源

を聞いてきた方が、鮒谷さんにキャリア構築コンサルをお願いする際に、

まずは宿題として自分の思考のピラミッドを精緻化するために聞くべきも

のなのではないかと思いました。 なので私も仮想的に鮒谷さんから宿題をも

らったという体で、音源を聞いては実際にピラミッドを構築し、そしてまた音源

を聞いてピラミッドを改良し、ということをこの 2 週間ほど繰り返しやってきま

した。まだまだこの作業は当分の間（というか死ぬまで）続くのですが、少なく

ともこの先にどのようなことになるかというのはおぼろげには見えてきた気がす

るので、この感想を書いております。 

 

この音源の価値は、当然、今まで全く知らなかった新しい知識を得ることではあ

りません。「Being 目標を細分化し、有機的に具体的なタスクまで落とし
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込む」ことの重要性は、多くの人にとって明白なことだと思います。た

だ、どれだけの人が、鮒谷さんがやっているレベルまで、この認知的リソ

ースを大量消費するタスクをやれているでしょうか。自分にとっては、こ

の自分が放置してきた「知識」と「行動」のギャップを埋めるべく、強烈

に感情を揺さぶって頂いたことこそが、この音源の最大の価値です。つま

りこの音源によって知識を買うのではなく、感情喚起・行動変容に伴って

起こるべく成果を買う、という感じです。そういった意味でも、ある意味

コンサルにお金を払うのと近いのではないかと思います。 

 

もちろん、投資としてのこの音源がどのようなリターン（成果）を生み出してい

くのかは今後の楽しみですが、既に一点、自分にとって明確なリターンがあ

りました。それは心の安定です。「こうやって自分のピラミッドを徹底し

て精緻化していけば、この危機的な時に、早く、かつ力強く動けるに違い

ない」という、いわば「希望」を提供して頂き、それが心の安定に繋が

り、粛々と行動し続けていこうという境地に至りました。比喩的な言い方

をすれば、「嵐の中を進むための羅針盤の精度が上がった」という感じで

す。というか、「今までよく自分が進むべき方向を明確にすることなし

に、この危機を乗り切ろうなんて呑気なことを考えていたものだ」と反省

しました。 

 

音源の具体的な内容について多々感想はあるのですが、特に私に刺さったものを

お伝えします。それは、目標設定における感情の重要性です。特に参考になった

のは、アクションリストを見て感情を揺り動かされるかどうかチェックするとい

うことです。「戦略に基づいて作戦と戦術が生まれてくるから、アクションリス

トに魂が宿る。タスクがタスクにしか見えなかったらそれは魂がこもっていな

い」というお言葉は、私の今までのピラミッド構築方法の問題点をズバリとつい

ているように思えました。結局、私がリストに掲げたのに行動してこなかったも

のは、must/should が巧妙に紛れ込んでいて、感情（魂）がアクションリスト

に宿っていなかったからだということに気づきました。私はともすると努力を目

的化してしまう傾向があるので、must/should をしっかりと排除して、より純

度の高いピラミッドを構築していこうと思いました。 

 

それから「文明の何を担うのか」という問い、ならびに「守破離の守とは師のピ

ラミッドをインストールすることである」という言語化にはグッときました。そ

れと、戦略・作戦・戦術の比喩が超絶分かりやすかったです。シミュレーション

ゲームの説明の際の鮒谷さんの熱量が、良いフリになって、すっと頭に入ってき

たせいかもしれません。 

 

以上です。このような素晴らしい音源を、このような時にリリースして頂
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いたことに心より感謝申し上げます。今後何回も聞き続けます。当然この

音源でも価格の 10 倍以上の価値を頂きました。今回もいい買い物でし

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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次々とベルトコンベア式に音源を流し込んでいますが、当該音源のコンテ

ンツをインストールすると同時に、これまでのコンテンツのそれぞれを磨

き上げてくれ、一石○鳥となっているのやら、、、そんな感覚です。自分

に足りていないものも多く見えました。  

鮒谷様 

 

いつも大変にお世話になっております。 

 

今回も多くのことを学ばせていただきました。その中からいくつか書きます。 

 

１ 思考 OS、目標、日記、物語、タイムマネジメント、圧巻セールスなど

を体系化して腑に落とすことができました 

 

ピラミッドは、最下層が広くないと高くならないので、Doing の面積に応じた分

だけ高くすることができる。ただし、縦に細い構造では脆く（行動量が少ない、

知見範囲が狭い等）、想定外の出来事で軽く崩れてしまう。だから、裾野の大き

な構造が必要であると理解しました。密度が高く、大きなピラミッドを構築

するにあたって、これまでのコンテンツを総合的にどのように使えばいい

かという詳細な製作工程を見せていただいた感覚です。 

 

２ 感情が動く時がピラミッドを大きくするチャンス 

 

ピラミッドを大きくする時、三つの方向に大きくすることができるという気づき

を得ました。今までは感情が動いた時に方向性を意識することなく、感じるまま

を客観視することで気づきを得る方法でしたが、それが３つの方向性であること

がわかり（上、下、水平）、気づきの範囲が増える予感がしております。 

 

天井を突き破り、新しい天井から再び床を見れば、壊して掘っていくことができ

る面積が増えてくる。その床を壊して掘っていくことでさらにピラミッドは大き

くなるつまり、壊れにくくなっていく。 

 

３ 無形資産は美しい 

 

「ことば」という資産は美しいと思いました。今回のような物理空間の災禍にあ

っても何ら毀損されることなく、時空間を超えて伝えることができる（音源、

WEB によって）。さらに他のコンテンツとの組み合わせが容易で、化学反応が

起きやすいこと、一つのコンテンツを分解したり、再利用が容易であることも、
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美しいと思いました。社会秩序等に邪魔されないことも特徴かと思いました。 

 

素直に学べば、誰の、どんなことばからも、自分の Being,having,doing を強化

できるからです。 

 

次々とベルトコンベア式に音源を流し込んでいますが、当該音源のコンテ

ンツをインストールすると同時に、これまでのコンテンツのそれぞれを磨

き上げてくれ、一石○鳥となっているのやら、、、そんな感覚です。自分

に足りていないものも多く見えました。ピラミッド造りをさらに精緻に行っ

ていきたいと思います。 

 

いつも本当にありがとうございます。 

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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大変な環境下ですが、逆境をチャンスととらえ、今この音源を聞くことが

できたことを喜びととらえ、引き続き、繰り返し聞いて、気づきをいただ

き、行動に変えていきます。  

鮒谷さん、今回の音源も中身の濃い時間を過ごさせていただきありがとう

ございます。 

1 周ではなかなか全てを追いかけきれていない「たくさんの言葉」を受け

取った気がします。これからも、繰り返し聞きながら、自らの行動変容へ活か

していきます。* 

 

取り急ぎ、1 周目の感想として、過去の音源を何度も繰り返し聞いて、目標設定

をして、時々刻々の意思決定と行動の精度を高めてきたはずだった自分の考えが

根本的に違っていたことに気づきました。高いところに Being 目標を置き、筋の

通った柱を立てて行動していたので、なんとなく自分をだましていたのだと思い

ます。 

 

一見筋を通しているがゆえに、うまくいっている、波に体を乗せていると信じ込

んできただけで、それは一部分だけだったのだと気づきました。一点に関してだ

けは太い柱が立っているが、そこに紐づかない、宙に浮いてしまって、ひらひら

と散ってしまっている葉っぱが、無数に、たくさんあったのだなと思います。 

 

一つのピラミッド、あるいは富士山のように大きく裾野を拡げて完璧に一つに統

合されているイメージが自分にはなかったことがわかりました。無意識のうち

に、見て見ぬふりをしていた、隠れていた「つながっていない」という感覚がは

っきりと浮き上がって認識できたことで、あ、自分はもっともっと成長できるの

だなとわかりました。 

 

大変な環境下ですが、逆境をチャンスととらえ、今この音源を聞くことが

できたことを喜びととらえ、引き続き、繰り返し聞いて、気づきをいただ

き、行動に変えていきます。 

ありがとうございました。  

（株式会社金堀重機 代表取締役社長 春田一真 様） 
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これからはより一層、自らの思考、行動が being 目標に固く紐付いたもの

となり、それを実行していくことが、「人生におけるピラミッド構築ゲー

ム」を発動させていくと思うと、もはやワクワク感しか生まれてこないで

す。  

鮒谷さん、いつもお世話になります。 

 

この度の「思考のピラミッド」音源もまず初めは、鮒谷さんがメルマガにてご紹

介してくださっているインデックスと照らし合わせながら拝聴しました。（特に

今回は非常に抽象度の高い内容でもあったので、そういった目次的なタグは重宝

しています。) 

 

昨年１年間受講させて頂いた年プロの空気感を懐かしく感じながら拝聴し

ていましたが、久しぶりに脳みそをフル活用する感覚を思い出しました。 

 

この音源では鮒谷さんが仰っているとおり、心震える being 目標を設定し、具体

的な意思決定と行動を行い、そこから出た結果を踏まえまた新たに being 目標を

更新し、具体的な意思決定と行動を行い、を繰り返しつつ、加速させていくイメ

ージを、「思考のピラミッド」と「ハシゴの登り降り」というドンピシャの言葉

で表現して頂いたことによってより臨場感が湧くと共に、ワクワクしながら自ら

のピラミッドを構築することに邁進できます。 

 

そうやって寝ている暇もなくゲーム感覚でピラミッド構築するためには、改めて

being 目標を突き詰める必要があるということ。その being 目標がひいては「文

明の仕事のどこを担っているか？」まで突き詰めて言語化することによってより

一層 being 目標に感情が結びつくということが再確認できました。 

 

being 目標に基づく大目標、中目標、小目標、そこからさらに降ろした具体的な

アクションリストは全て自らがイメージした「明るい未来」につながっていくの

で、それぞれに意味があり、それ故こなすのにも自ずと「気が入る」し、まさに

「積み上げている感」があります。 

 

（メルマガで仰っていた）超節約志向の鮒谷さんがなぜメルマガでは「守銭奴」

のごとくに売りまくるのか？なぜ、深夜に飛び起きてでもメルマガを執筆せずに

はいられないのか？が、この度の音源を拝聴してより一層腑に落ちました。

（「やらなければいけない」のではなく「（自ずと）やってしまう」のですね。) 

 

これからはより一層、自らの思考、行動が being 目標に固く紐付いたもの
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となり、それを実行していくことが、「人生におけるピラミッド構築ゲー

ム」を発動させていくと思うと、もはやワクワク感しか生まれてこないで

す。この充足感、充実感は今流行りの「どうぶつの森」や「マイクラ」な

どとは比にならないことは間違いないと思います。(両方ともやったことはな

いですが...。笑) 

 

音源にてご質問されていた方々は昨年お世話になった方々だったので非常に懐か

しく、早く年プロに戻ってまたお会いしたい気持ちがより一層強まりました。

（早く収束して対面で再開できることを望みます。）ひとまずコンサルティング

の方でもまた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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今回の音源は「目標達成」に始まり「日記」「物語」「生産性」と鮒谷さ

んの変化・変容関連の音源のピラミッドの頂点に位置する、傑作といえる

ものだと思いました。  

今回の音源は「目標達成」に始まり「日記」「物語」「生産性」と鮒谷さ

んの変化・変容関連の音源のピラミッドの頂点に位置する、傑作といえる

ものだと思いました。 

 

特に下巻の最初の１時間ほどのまとめは鮒谷さんの思想のエッセンスを端

的に表現した素晴らしいものだったと思います。鮒谷さんの音源を購入し

ているのは、言葉を買う感覚が強いです。今回も変化変容の仕組みをピラ

ミッドで表し、抽象化と具体化の中で上下するなかでピラミッドを緻密化

させていくという構造はイメージしやすく、本質が適切に表現されている

と感じました。感じているが、言語化できていない事に言葉を当てて頂

き、ありがとうございます。 

 

以下、個人的な気づきを２点挙げさせて頂きます。私は 2017 年の年初に目

標達成音源を聞いて以来、「目標」「日記」「物語」「生産性」と鮒谷さ

んから学ばせて頂いています。そして、当時を思い起こせば、この３年ほ

どでかなり自分自身が変化していることを感じます。 

 

ただ、当時の目標を見ていると、動き始めている部分とそうでない部分にムラが

あることを感じていました。その理由がこの音源でわかりました。進んでいない

目標（主にお金関連）はうまく抽象化して Being 目標に紐づけていなかったこと

が原因と思われます。一方、進んでいる目標については、自己の Being 目標との

紐づけが強固で血の通ったものとなっていました。 

 

今後、進んでいない目標についても思索を深めて、ピラミッドをより緻密にして

いきたいと考えています。もう１点は自分の Being でないものに対する、反応の

仕方がわかったということです。 

 

鮒谷さんの話の中で、よく、恐怖に基づいた「負」の感情をエネルギーにという

話題が出てきます。実は、僕はこの話を聞いても、全く感情を動かされませんで

した。何か、自分がおかしいのかな、と考えたこともありました。でも、今回の

音源を聞くことで、これは自分の Being でないということが、はっきりしまし

た。無理やり取り入れようとしても Must や Should になるだけなのでしょう。 

 

今回の音源でも備蓄や老後のお金の問題などがでてきましたが、自分の感情はや
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はり動きません。でも、今回は不安になることなく、少し離れたスタンスで「こ

んな人もいるのだ」と考えることができるようになりました。（実際は私が少数

派なのでしょうが）逆に、感情を入れずに客観視して聴くことができたので、一

つの事例として、モチベーションについての理解がより深まったような気がしま

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。これほどのもの

が出てしまうと、以降の期待レベルがさらに上がってしまいますが、今後

のコンテンツ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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まさにこの音源は本人が目標に対してどうすれば本気になることができる

かを解き明かして頂いたものだと思います 

発売当初は目標設定音源、日記音源を聴いた人限定の音源だったため聴くことが

出来なかったのですが、二つの音源を聴き終えてようやくこの音源にたどり着く

ことが出来ました。 

 

目標設定音源を聴き、自分にとって臨場感のわく目標を設定し、それを

日々近づいてくツールが日記と理解していましたが、why と how を用い

てピラミッドを構築するという概念はこの音源を通じてクリアーになった

と思います。つまり、今まで平面的に捉えていた目標設定とその実現のプ

ロセスが立体的に捉えられるようになった感覚です。 

 

「本当に本人がその気になってやらない限り、how をいくら渡したとしてもや

らない」というコメントが強く印象に残りましたが、まさにこの音源は本人が

目標に対してどうすれば本気になることができるかを解き明かして頂いた

ものだと思います。今回の学びを活かして、目標に向かって邁進しようと

思った次第です。 

 

今回も新しい学びをありがとうございました。 

（Ｎ．Ｋ 様） 
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目標音源などで、今まで語られていた内容が、今回の音源を聞いたあとで

は、理解度がかなり変わりました。理解というレベルではなく、見えてる

世界が変わるぐらいの変わり方です。  

今回の音源は、鮒谷さんが言われている、 

 

『漠然とした、言葉に乗らない感覚に、「適切な、ピタッとはまる言葉」 

が与えられたとき、「それまで存在はしていたのに、見えなかった新しい世界」 

が見えるようになります。』 

 

このことを実感できました。 

 

他の方の感想でも言われていますが、being 目標、having 目標、doing 目標は

それぞれについては分かっていても、これらの繋がりは分かっているつもりにな

っていました。 

 

目標音源などで、今まで語られていた内容が、今回の音源を聞いたあとで

は、理解度がかなり変わりました。理解というレベルではなく、見えてる

世界が変わるぐらいの変わり方です。 

 

これは、同じ内容を何回も聞いて、自分で考え続けていれば、ひょっとし

たら、たどり着けるかもしれませんが、いったいそれはいつになるのか分

からなし、たどり着けるかも怪しいです。。。それがこの音源を聞いて、

一発でたどり着けることができました。ここにたどり着くまでの時間を考

えただけでも購入をして良かったです。 

 

同じ言葉を聞いているのに、内容の理解度、繋がりがこんなにも違うのか

と、驚いています。それぞれの言葉の意味、 being 目標や doing 目標は

分かったつもりになっていても、それらの内容がどう繋がっているのかま

で、理解できていませんでした。 

 

もう一度、目標達成音源をしっかり聞き直します。 

また、本来は自分で気づくことが一番良いとは思うのですが、今回の音源を聞く

前と後の理解で、何が違ったのか考えたのですが、自分の思考、理解度のアウト

プットが少ないのが原因だと思いました。 

 

ついつい頭の中だけで考えてしまい、頭に浮かんでいる範囲でしか考えられてい

ないのが、原因だと思いました。これが紙に書いて目に見える形などでアウトプ
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ットをすると気づきも多くなると思います。行動量がまだまだ少ないということ

ですね。 

 

この行動量という言葉も、目標達成やピラミッド音源にも関係があるので、それ

ぞれが有機的に繋がっていることを実感しました。 

 

ピラミッド音源自体も何回も聞かないとまだまだ自分の中に落ちてこない

ものもあると思いますし、きっとこの音源でも理解できていない所はある

と思いますので、何回も聞いてアウトプットしていこうと思います。 

 

ありがとうございました。  

（Ｙ．Ｎ 様） 
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「このようにして、目標のハシゴを上から下まで、大から小まで、未来か

ら現在までを、行ったり来たりしているのか」「このようにして、鮒谷さ

んはピラミッドを建設しているのか」と、過程や構造、設計、図面を見せ

て戴き、「私が引っ掛かっていたところ、絡まっていたところ、詰まって

いたところはここだったのか」と、絡まっていた糸がほどけていきまし

た。  

いつもお世話になりありがとうございます。 

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。 

 

今回の音源はいつも以上に鮒谷さんの頭の中を、丸裸で見せて戴いたよう

な感覚でした。（変な「癖」はないので安心してください笑） 

 

リリースの案内にも記載があったように、本当に聴く人を選ぶ音源のようで、目

標や日記、物語など、鮒谷さんの思考に触れてＯＳを入れ替えてもらい、

自ら実践している人には、上記のように鮒谷さんの思考を丸裸で見せて戴

いたかのようにわかりやすく、教示して戴けた内容でした。 

 

「このようにして、目標のハシゴを上から下まで、大から小まで、未来か

ら現在までを、行ったり来たりしているのか」「このようにして、鮒谷さ

んはピラミッドを建設しているのか」と、過程や構造、設計、図面を見せ

て戴き、「私が引っ掛かっていたところ、絡まっていたところ、詰まって

いたところはここだったのか」と、絡まっていた糸がほどけていきまし

た。 

 

私も目標を立てたものの、現実のＴｏＤｏまでの落とし込みに課題があり、目標

に対して思考や意思決定、行動の一貫性がまだまだ浅いと思っていたところに、

今回のピラミッド音源をリリースしてくださり、まさに今の私を見て、私のため

にリリースしてくださったのかと思うくらいで、すぐに購入させて戴きました。 

 

ただし、丸裸に見えつつも、もっともっと先へ、まだまだ奥深く、広くも

感じさせられた音源でもありました。その先や、深さ、広さをさらに学ば

せて戴きたく、リピート確定の音源になりましたし（というかすべての音源

をヘビロテしていますが）、間違いなくまた次の音源もリリースされ次第、

意思決定に迷う隙も与えられずに購入してしまうのだと思います。 

 

「自分一人の目や思考では網羅しきれない」という表現もありましたが、いつま

でも学びは尽きないですし、さらにもっと学んで、もっともっと実践していきま
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す。 

 

「あとは行動あるのみ」ですので、しっかりと行動と成果に結び付けていくこと

をここに誓い、感想とさせていただきます。 

 

改めて、いつも、今回も、貴重な学びを戴き本当にありがとうございま

す。 

今後ともよろしくお願いします。  

（桑原考太 様） 
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まさにピラミッド音源は、「あなたが変わりたくても～」音源、「目標設

定」音源において、鮒谷さんが「当たり前」としていたであろう重要な前

提を、示されたもので、その限りにおいて尊いと思われます。  

遅きに失した感が否めませんが、ピラミッド音源の感想を。 

 

「当たり前のことを当たり前に示すことは尊い」、というのは私の言葉ですが、

まさにピラミッド音源は、「あなたが変わりたくても～」音源、「目標設

定」音源において、鮒谷さんが「当たり前」としていたであろう重要な前

提を、示されたもので、その限りにおいて尊いと思われます。 

 

目標、目標と言われると、北極星だとか、山頂だとか、灯台だとか、そうしたも

のを想定しがちで、特に「どうあるか（being）」が重要だと強調されれば、そ

こにのみ意識を飛ばしてしまうかもしれない。その態度はきっと一面の正しさを

持っているのです。特に、心理的な支えとなる目標・理由（why）がなければ、

何をするとか、何を持つとかはあまり意味を持たない、というのは納得のいきや

すい論理であって、この点が盲点になっている人は多いのかもしれないから、強

調すべきであるというのはよく分かる気はします。しかしその副作用として、

「じゃあどうありたいかを考えよう！」となり、そこにばかり意識が向いて、結

局はふわふわとした being 目標を掲げて、ふわふわとどこかに飛び去ってしま

う、ということがある。ヘリウムをパンパンにつめた風船のように、心という大

地から離れて見えなくなってしまう。見えていても、まるで手の届かないところ

に引っかかって呆然としてしまう。......もちろん、目標は常に見定めていなくて

はならないし、そこにたどり着くための具体的な方策を練りつづけて実践

しつづける必要があるのですが、その点を言ってはいても、はっきり・強

く意識されない可能性があった（し、実際にそういうケースがあった）、

だからこその今回の音源なのかな、と思います。 

 

思えば、being 目標だけ掲げていてもどうにもならん、というのは当然のことで

す。 

 

大きな目標があるなら、その背後にいくつもの方策があるのは当然です。しかし

どうして（ある種の人々に）この事実が見えてこなかったのかと言えば、それは

やはり、「一回的な言語には限界がある」からなのでしょう。なんであれ話題と

いうものは、重要なものであればなおさら多くの側面を持っていて、ひとつの表

現によって全ての側面を贖うことはできない。無理からぬことです。そもそも人

間は複数のことを同時に処理することは（ほとんど）できないから、ある場面に

おいて、その場の目的に即して限られた数の表現を与える、というのは、全く適
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切です。その点を今回は補完した、ということなのでしょう。 

 

実際、「ピラミッド」音源が言っていることは、極めて抽象的に言えば（強調し

ますが、本当に極論すれば、です）、過去の音源と同じだとも言えるのです。本

当の本当に抽象化してしまえば、「目標設定」音源も、今回の「ピラミッド」音

源も、「大目標を置いてそのために積み上げましょうね」ということだと言える

でしょう。よく考えてみれば、「ピラミッド」音源の内容は、鮒谷さんが少なく

ともメルマガを毎日送るというかたちで部分的に、パフォーマティヴに示されて

いた、というか実践されていたことだな、とも思うのです。「なんでメルマガで

こんなに売りにかかるのかしら」とか、「なんでこんなに防災しているのかし

ら」という問いは 

 

——このままでは鮒谷さんは核シェルターを買うのではないかしら、などと思わ

れました——、 

 

これまでの音源も踏まえてみれば、本当は（違うことばで）回答しうるものだっ

たような気もします。勿論これは後付けの解釈ですし、本当に極論すればひとつ

のメルマガには書き手の全てが詰まっていると言えなくもない面があるので、仮

説めいた妄想ではあります。...... 

 

しかしきっと、学ぶ過程においては（とりわけ、知識というよりも行動の原理を

学ぶ過程においては）、多角的な表現で説明を尽くすことが重要なのでしょう

（実感しつつあります）。そのときに用いられるものこそ、もう読者には馴染み

深いと思われる、比喩であり、物語であり、具体例です。今回の音源で導入され

る戦争の比喩や、それこそピラミッドの組み上げの比喩は、「大目標と現状を繋

げること」にかかっている点で、これまでの音源で触れてきたもののいち側

面、見過ごされがちだった（？）いち側面に光を当てたものだと言えるの

かもしれません。 

 

ピラミッドの比喩が如何なる意味で有用か、ということをもう少し肯定的な仕方

で述べるなら、この比喩の長所は、石を積むタイプの建築物を前提としていると

言えるでしょう。このことで、組み上げるという比喩、組み変えるという比喩が

可能になっている。この 2 つの細かい比喩で得られる果実は人によって異なるか

もしれませんが、まずは目標へとダイレクトに結ばれる小さなタスクを全てつぶ

していくという発想が得られ、ついで自分の目標を少しずつすり替え・また規模

を拡大していくことに関する抽象的な見通しが立つようになる、ということが肝

要かな、と思います。私が今直接活かし切ることができるかどうかはともかく、

遅効性の薬として効くのではないか、効くように生きたいものだ、と感じ

るものです。 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

ともかく、陳腐極まる、抽象的な言い方が許されるのであれば、一人の作者と

いう宝石が持つ、当たり前にそこにある、しかし見過ごされてきた、重要

な一個のきらめきが、この音源にはあるかもしれない、と言えると思われ

ます。  

（Ｒ．Ｈ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

今回の音源は目標設定三部作と同等というよりも、目標設定三部作を聞い

たのに付加して必ず聞くべき音源だと感じました。  

鮒谷様、セカンドステージの皆様 

 

大変お世話になっております。 

 

遅くなって恐縮ですが、今回の音源を聞いた感想をご送付申し上げます。 

 

今回の音源は、第一感として難しいと思いました。もっと言うと「んん

ぅ？？」という感じでピンと来なかったのが正直なところです。 

 

今回の音源は目標がテーマになっている一方で、私は、目標設定音源、目標設定

フォローアップ音源、目標設定 Q&A と繰り返し繰り返し聞いてきたにもかかわ

らず、理解できませんでした。 

 

「これはなぜだろう？」と思って 2 週目を聞いたところ、その理由が判明

しました。 

それは、「この音源が本気の音源だからである。」ということです。 

 

この音源は、本当に聞いている人の目標設定、目標達成のために語られた

音源であるため、必ずしも易しいものではなく（というよりも難解なもの

であり）、万人に受け入れられるものではなく、かつ、分かる人にしか分

からない音源に仕上がったものと理解しました。 

 

とりわけ私の個人的な文脈に関していえば、それなりに勉強をしてきたつもりで

あり、行動もそれなりの量を行ってきたつもりではあったのですが、そもそもの

ところが異なっていたことに、（ようやく）気付くことができました。 

 

それこそが、 

 

「いまある思考のピラミッドではなく、もう一つのピラミッドを作らなければな

らない。」 

 

ということです。 

 

これがなければ真の意味で人生の変化変容はあり得ない。この音源はこのことを

理解できただけでも大変な価値があることに、2 週目にして気付きました。 
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私は、現在置かれている状況を前提として、いかに枝葉を伸ばしていくか（ガラ

スの天井とガラスの床を打ち破っていくか）ばかりを考えていたように思われま

す。 

しかし、今回の鮒谷さんのお話ではその誤りにようやく気付かせて頂いたように

思います。 

 

もしこの感想が第三者の方の目に触れるようなことがあれば、まるでご理解頂け

ないことは容易に想像がつくところではありますが、今回の音源は目標設定三

部作と同等というよりも、目標設定三部作を聞いたのに付加して必ず聞く

べき音源だと感じました。 

 

その意味で、「いまある思考のピラミッドではなく、もう一つのピラミッ

ドを作らなければならない。」ということに気付けたことは一生の財産に

なることは間違いありません。 

 

大変貴重な教訓を頂いたことに最大級の感謝を申し上げたいと思います。  

（アンサーズ法律事務所 弁護士 荒木俊和 様） 
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頭では理解しているのに、（本当の意味で理解していないから）なかなか

腰の重い自分に対し多くの気付きがありました。  

思考のピラミッド音源を拝聴し、頭では理解しているのに、（本当の意味で

理解していないから）なかなか腰の重い自分に対し多くの気付きがありま

した。 

 

その中で特に印象に残ったのは、WHY と HOW の梯子の登りを行うことで、

Being 目標と Doing 目標を明確に紐づけること、そうすることで must, should 

ではなく、自然と具体的な行動（即断即決即行動）を実行できる、ということで

す。 

 

これまで Being 目標を達成するための Doing 目標であったものが、いつの間に

か Doing 目標を行わなければ Being 目標を達成できない、そう思ってしまうと

Doing 目標が must, should になってしまい、途端にやる気がそがれてしまうこ

とが度々ありました。その時に梯子の上り下りを行うことで、Doing 目標が

must, should になることなく、（なる暇を与えずに）実行できるのだ、と理解

しました。結果、それを繰り返すことで、Being 目標を達成するためのバーチャ

ルを含めた色々な思考のピラミッドが出来上がり、最終的には Being 目標を頂点

とする強大かつ複雑な思考のピラミッドが出来上がる、およそ何も刺激がなけれ

ば減少する一方である脳内のシナプスのような感じでしょうか、そうイメージさ

せて頂きました。 

 

なかなか聞きごたえのある音源ですので、繰り返し拝聴させていただき、

綿密且つ巨大な思考のピラミッドを構築できるよう、常に梯子の上り下り

を行います。 

 

以上、取り急ぎ初回拝聴した感想とさせていただきます。 

いつかは年間プログラム、個別コンサルティングを受けることが出来るレ

ベルまでいきたいと思います。 

 

引き続きよろしくお願い致します。  

（会社員 Ｔ．Ｋ 様） 
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何百、何千という時間を無駄にすることを防げました。  

Being Doing Having の関係性を正しく理解できていなかったことを痛感

しました。 

 

目標、日記、物語の音源を聞いてからというものの、「心が震える Being 目標を

打ち立てる」ということばかりに目が向いていた気がします。そのため、Doing

目標、Having 目標への意識が薄く、振り返れば、意識決定基準、価値基準がブ

レるシーンも多くなっていました。結果的にただ目標を立てただけ、ただ日記を

書いただけ、という残念な状態に落ち着いてしまっていたように思います。 

 

また、現状のアクションリストがまだ不十分であると感じました。「アクション

リストを第２領域の活動でパンパンにすること」を目的に、インプットに励みま

す。 

 

以上の 2 点に気づけただけでも、何百、何千という時間を無駄にすることを

防げました。ありがとうございます！ 

 

ちなみに、今、上下巻の音源を 2 周聞いたところなのですが、個人的に下巻３の

最後の質問に対する回答が、とてもしっくりきました。Being Doing Having の

目標をそれぞれ言葉に落としたら、あとはピラミッドの最上位から最下部まで、

行ったり来たりしつつ、泥縄式で進んでいきます。  

（Web 広告業（自営）Ｎ．Ｔ 様） 
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一部の天才アスリートや事業家にとっては、無意識にやっていること、も

しくは不要なものかもしれませんが、私のような凡人が目標を立て、それ

に向かって日々楽しく行動していくために、大変役に立つ、貴重な考え方

が満載でした。いつもながら、もっと早く聴きたかった音源です！  

鮒谷様 

 

いつも貴重な音源、有難うございます！ 

 

本音源、目標設定・日記音源の効果を最大化するために、必聴の音源です

ね！ 

 

一部の天才アスリートや事業家にとっては、無意識にやっていること、も

しくは不要なものかもしれませんが、私のような凡人が目標を立て、それ

に向かって日々楽しく行動していくために、大変役に立つ、貴重な考え方

が満載でした。いつもながら、もっと早く聴きたかった音源です！ 

 

特に私が非常にしっくりきて、毎日の思考・行動にすぐにでも活かせると、じわ

っとながら、非常に感激したのが、本音源の表題にもなっている、「思考のピラ

ミッドを拡張＆精緻化」という言葉です。 

 

購入時は、表題についてはあまり意識していなかったのですが（スイマセ

ン・・）、 

私にとって、目標のピラミッドをイメージし、抽象⇔具体を行き来することは、

非常にわかりやすく、納得度も高く、とはいえ、今までの自分の中には無い、斬

新な考え方でした。 

いや、これ本当にすごい。 

 

これが血肉化できれば、これも表題どおり、毎日、「自信と一貫性を持っ

て機嫌よく生きる」ことが出来ますね！ 

 

繰り返し繰り返し聴いて、血肉化していきたいと思います！！  

（Ｋ．Ｍ 様） 
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抽象度の高い音源で聞く人を選ぶという説明でしたが、聞くたびに違う言

葉と出合い自分の中で漆塗りをしていけてるかな？という感じですね。  

現状に腰を落ち着けちゃってる感が強くあり物語音源は楽しく聞いていられても

目標音源は「そーなんだけどなぁ、、、」とイマイチ being、doing、having

が自分の中で肚落ちしていなくて must、should になってんだろーなぁ、、、

と苦しい感覚でいて現状打破させるきっかけを求めて今回の購入にいたりまし

た。 

 

仕事しながらの『ながら聞き』で都度都度、聞くごとに耳に入ってくる言葉が変

化していく初めて聞いた『物語音源』のあの感覚、驚きが蘇りました。 

 

抽象度の高い音源で聞く人を選ぶという説明でしたが、聞くたびに違う言葉と

出合い自分の中で漆塗りをしていけてるかな？という感じですね。イヤホ

ンを耳に突っ込み仕事しながらの一周目多くの方の感想を読んで気になっていた

謎のキーワード「凝固剤」事前に勝手な想像で描いていたのは天ぷら油を固める

「凝固剤」なぜそんなに多くの感想が寄せられるのか、、、？その謎が解明！！

刺さるキーワードでした！(笑) 

 

二周目で耳に残ったのは『カスカスの人参 1 本じゃ大ご馳走は作れない！』コン

サルは編集作業に過ぎず素材、材料は自分の手でため込むしかないつまり他人が

代わりに手に入れることは出来ない言われてみれば成る程当たり前の話ででも、

どっか自分事で真摯に向き合うことを棚上げして日々を過ごしているなぁ、、、

と反省。 

 

三周目で戦争、ボードゲームのたとえ戦術級、作戦級、戦略級で捉えるアクショ

ンゲームやシューティングゲームよりもはまっていた三國志や信長の野望でのた

とえはメチャクチャ刺さりましたいきなり隣国攻めまくって領土拡大だーーー！

なんてことはせず内政重視で国力増大させ敵国の有力武将に謀叛や内応をかけじ

っとじっと我慢をして攻めるときは一気呵成に叩く！！ゲームではまさしく攻め

るとき、守るとき考えながらターンを送るのに自分の人生をかけたゲームでは

日々を無意識に過ごしているなぁ、、、とこれまた反省 

 

四周目以降、これまではピラミッドの像を立体的に自分の中に作り出そうと階層

のどこにいるのか？に意識をおいて梯子の昇り降りについていこうとするものの

あれ？なんでこの話になったんだっけ？とついていけてなかったり、、、質疑応

答の中で出た『負荷をかけずに流していたら筋トレになんねーよ』って鮒谷さん

の言葉にドキッとしたりです。 
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全体を通しての感想(未だ所々ぼんやりと霞んでいる感じですが)印象として『2D

が 3D に立体的になる』という薄っぺらでなく鮒谷さんの描く目標というのは 

 

『五感すべての感覚がリアルに描けるもの』 

『キーワードを見たら色や形、質感から温度、味、匂いまでが描けるもの』 

 

なのではないか？ここまでやるから目標に紐付いて行動できる！なんだろうなと

思いました。それとともに別のイメージでは歌のイメージもアカペラで歌ってい

る(歌声のみ)そこに重ねて音楽の演奏でメロディ奏でる楽器が(歌声+メロディ)更

にはリズムを刻む楽器が(歌声+メロディ+リズム)更には裏メロやハーモニー(歌声

+メロディ+リズム+裏メロ+ハーモニー)楽器が増えるごとに曲に厚みを増していく

『重層的』って言葉が質疑応答で出てたと思いますが『重奏的』の方がピッタリ

かもそんなイメージも浮かびました。 

 

他の音源で目標は単語ではなく文章で書けと話されていたのがこういう感じなの

かな？と少し前進かも？？「だから、そう言ってんじゃないですかーーw」て言

われるかもですが、、、(笑) 

 

しかしながらそもそも、ひとつひとつの単語が意味する背景、文脈そこのすり合

わせにギャップがまだまだあって今の自分の立ち位置で今現在見えている、感じ

ている風景と違う風景を鮒谷さんは言葉の向こう側に見て(見えて)いるんではな

いか？と怖さも感じました 

 

そんなことを感じ出した頃に令和 2 年 4 月 21 日 6067 号のメルマガでフォロ

ーいただけた感じ以下引用 

 

■それまでは、もやもやとした霧のかかった思考みたいなものにしか過ぎなかっ

た世界が、ひとたび、ある言葉が与えられたことによって、その言葉が結晶の核

のような役割を果たし、世界が一気に統合されていくということが実際にあるの

です。 

 

■さらに、ひとたび、漠とした世界が一言（一文）で表せる概念として定義され

ると、その中心的な概念（言葉）に紐付ける形で、それまで生きてきた世界を再

定義する、というプロセスが発動することとなるでしょう。こうして、新しい

（内的な）世界地図を心の中に作る過程を経て、居ながらにして、新しい世界に

出ることができるようになるのです。 

 

引用ここまで 
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今回のピラミッド音源を通してこれまで聞いてきた各種音源での内容で感

じた感想の『そりゃそうだ、納得！！』『言われてみれば、なるほ

ど！！』『当たり前の話じゃん！！』という個別具体の話がそれぞれ化学

反応を起こして複雑に絡み合って更なる変化を起こしてくれているのでは

ないか？と解釈してます抽象度が高いという意味がまだまだ消化しきれていない

感じが満載ですが。 

 

この音源をヘビロテで聞いて都度都度、自分のフルイにかかる言葉を積み

上げて鮒谷さんの描く言葉の意味を少しでも拾い深く刻みつけたいもので

す。 

 

音源を聞いて描いたこのイメージ、印象特に戦争ゲームのプレーヤーのイメージ

で都合よく解釈して自分の人生を捉えることができたのは強みになりますヒャッ

ハーな世界から豊穣な世界へ！ですよね 

 

「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」 

数々の音源を聞いてきましたがどの音源でも損はしないです。自分の悩み

に応じてメルマガでのセールスに自分のアンテナやセンサーが反応したら

ポチっとしてみりゃいいんです。  

（Ｔ．Ｈ 様） 
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音源を聞き終わったあとは、ことあるごとにピラミッド像が脳内に浮か

び、Being 目標を意識しやすくなりました。同時に、日々の一挙手一投足

にまで喜びが派生して行動したくなる、行動せずにおれなくなるそんな、

波及効果の高い音源と思いました。  

【平成進化論セミナー事務局】 

鮒谷様大塚様 

 

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、一番印象深く残ったのは、やはり、Being 目標の大切さです。これが弱い

と始まらないというか、鮒谷さんのずば抜けた行動力の源泉を垣間見たよう

な気がいたしました。 

 

普通は、ある程度経済的に成功すると楽に流れることが多いかと思います。しか

し、鮒谷さんは、全く変わらずに一般人の何百倍以上もの行動を粛々と続けてお

られる（実際はもっと？）なぜ燃え続けられるのだろうと思っておりました。 

 

それは、ピラミッドの頂点に輝く Being 目標を、誰よりも強烈に常に意識されて

いるからでありここから超巨大な言語ピラミッドも構築されているとのだと理解

しました。 

 

これ以外にも、多くの気付きがありましたが、音源を聞き終わったあとは、こ

とあるごとにピラミッド像が脳内に浮かび、Being 目標を意識しやすくな

りました。同時に、日々の一挙手一投足にまで喜びが派生して行動したく

なる、行動せずにおれなくなるそんな、波及効果の高い音源と思いまし

た。 

 

これからも素晴らしい音源を楽しみにしております。 

このたびは濃厚な学びの宝を頂き、誠に有難うございました。  

（Ｙ．Ｆ 様） 
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音源を聞いていて、既知のことを頭の中から引きずり出して再整理して提

示していただいている、という感覚でした。  

これまで、①日記、②目標設定、③音源学習、④物語、と購入し、③→②→①→

④の順番で繰り返し、もっぱら通勤中のながら聞きをしてきました。 

調べてみると、日記音源を購入したのが 2018 年の 8 月でしたので、もうすぐ

2 年、というところです。最初に聞き始めてから今までで、確かな変化は感

じています。不安との向き合い方が変わり、仕事でも徐々に成果が出てい

ます（特に最近出始めたような）。 

 

ただ、その変化率は小さく、リニアで指数関数的ではなく、また質的変化という

わけでもないような（まだはやい？）。変わっているだけで十分といえばそうな

のですが、頭打ち感も感じつつありました。 

 

行動としても、2 度くらいは改訂した目標がほったらかしになっていたり、日記

を書いてはいるものの、タスクリスト書いて終わりの日があったり、目標と行動

が乖離して（つまりだらけ気味になって）いたり、物語はまだうまく活かせてい

なかったり、③②①④を聞くことの繰り返しに刺激を感じなくなってきていた

り、という感じがあり、そろそろ次の音源で刺激を？日記 Q&A には興味あるな

ぁ、などと考えていました。 

 

修羅場に対処する術としては非常に機能しているのですが、平時における行動こ

そが大事と思いつつ、まさにそこが課題だったのです。その矢先、本音源の案内

を見まして、とりわけ、行動が伴わないという人に有効、という旨の文言

に惹かれ、購入に至りました。 

 

購入後、これまたながらで、3 回ほど聞いたところです。 

まず頭に残ったのは、「追い込まれたことがない」とか「いちいち楽しい」とい

う文言でした。目標と紐付いた行動を前倒しで大量に行えばそうなるだろうと、

頭では理解できるところですが、そうなりたいなぁ、と思いました。 

 

現時点で、端的には、目標と行動をきっちり紐付けることが大事、ということと

理解しています。これまで、being には階層構造があるなぁと思って、その整理

はしていたのですが、アクションとは紐付けられておらず、その作業の必要性を

うっすら感じてはいたのですが、着手できずにいたというのが実際のところでし

た。 

 

アクションリストの一つ一つに魂が宿る→単なるタスクではなくなる→タスクか
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ら明るい未来が見える→アクションリストに魂が。。 

というのは腑に落ちました。 

 

仕事自体は好きなことをやっているので、ただ好きだから、楽しいから、でやっ

ていて、 

必ずしも内発的ではない、その時々の「やる気」に左右された仕事の仕方から脱

却できていませんでした。好き・楽しいはまったく否定するものではないです

が、その行動から得られること・求めることは、楽しいということ自体で達成さ

れていて、その行動と上位目標が紐付けられていると、さらに望ましい結果に近

づき、継続もでき、さらに楽しくなるのだ、と理解しました。 

 

楽しいことが常態になり、四六時中目標と向き合い、更新し続ける仕組みを意識

しようと思いました。 

 

竹原ピストルのオールドルーキーという曲の中に、 

「何度でも立ち止まって、また何度でも走り始めればいい。必要なのは走り続け

ることじゃない。走り始め続けることだ」というフレーズがあり、よく助けられ

ていたのですが（つまり、いろんなことが続かずに立ち止まっては、これじゃい

かん、とはじめること多々、とういことでした）、このフレーズに甘えていたな

ぁ、と感じた次第です。 

止まりたくない気持ちになれば止まりゃしない（止まるという概念すら生まれな

い）のであり、そのためにピラミッド構造を意識し、更新していくのだと。 

同じ曲の中に、「積み上げてきたもので勝負しても勝てねぇよ。積み上げてきた

ものと勝負しなきゃ勝てねぇよ」というのもあり、今までは「厳しいこというな

ぁ」と思っていましたが、これからはこちらを意識していこうと思いました。 

 

音源を聞いていて、既知のことを頭の中から引きずり出して再整理して提

示していただいている、という感覚でした。 

 

とはいえ、そうだよねぇ、とは思うものの、その理解に自分だけで至るこ

とはなかっただろうということも確信しています。 

 

まだ十分に理解できているわけではなく、繰り返し聞く中で数々の気づきを得

ながら理解していくのが鮒谷さまの音源と思っていますので、引き続き楽

しく聞かせていただきます。 

今回もよい音源をありがとうございました。  

（Ｎ．Ｈ 様） 
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上手く言語化できませんが、頭の中で「点」と「線」がつながり、組み上

がっていき、自分が強固になっている感じがしています。  

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「行動に魂をこめる」ということです。 

 

この内容は、過去のメルマガでも、以前購入・拝聴しました音源の中でも出てい

ましたが、そこまで深い意味があるものだとは理解しておりませんでした。 

 

この感想を書きつつ、（やり方としてはボトムアップ型ですが）試しに、今取

り組んでいる行動に「Why」という問いを立てて、はしごを上がるように

1 つ抽象度をあげて、自分なりの答えを言語化してみると、その行動に対

する意味付けが付与されました。そして、「Why」で階層を上がり解が増

えるごとに、その行動に魂がこもっている感が出ました。 

 

また、「How」の問いをたてると、現在の資源の範囲内でも選択肢がある

のに気づき、自分の可能性の広がりを感じています。 

 

上手く言語化できませんが、頭の中で「点」と「線」がつながり、組み上

がっていき、自分が強固になっている感じがしています。 

 

今回の新型コロナウイルスの影響で、外での活動を自粛していてかなり多くの思

考時間が取れそうなので、改めて、自分の Being、Doing、Having の目標を書

き出して、Being 目標からのトップダウンでの Doing,Having の目標とその為の

日々取り組んでいる行動を「Why」「How」でのはしごの上り下りをして見返

してみたいと思います。 

 

常に Being 目標を目指して自問自答し、良質な意思決定基準で実践を重ねる域に

いきたいと思います。 

 

最後になりましたが、今回も素晴らしい音源をありがとうございます。  

 （Ｔ．Ｋ 様） 
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今回はピラミッド（構造）という画が自然と頭の中に思い描かれ大目標と

その下部にある中目標・小目標の関係を理解することが出来ました。  

鮒谷様 

 

この度は、貴重なお話を聞かせて頂き有り難うございました。 

 

いつも譬えで教えていただいていますが、今回はピラミッド（構造）という画

が自然と頭の中に思い描かれ大目標とその下部にある中目標・小目標の関

係を理解することが出来ました。 

 

小目標の裾野が広がらず、行動が加速しないのは、そもそも大目標と思っている

ものが、まだまだ本当に自分の求めているものではない為ではないかと、なぜそ

れが目標となるのか考え続けなければならないと思いました。 

 

大目標が更新され、それが自分の心を揺さぶられるものであれば、おのずとどう

すればそれが達成できるかという事を常に考え、中目標・小目標の裾野がどんど

ん広がり、行動に繋がっていくはずです。 

 

「must」「should」の思いが少しでも出てくるのであればそれは自分の本当の

大目標ではないはずなので、常になぜそれを目標に置いているのかを自分に問い

かけ、更新し、それを下部の目標に繋げていけるようにしたいと思います。 

 

まだまだ自分の理解も至らずとりとめのない文章になってしまい申し訳ありませ

ん。 

繰り返し、聞かせていただき、理解を深めていきたいと思います。 

 

この度は、有り難うございました。  

（林 様） 
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当音源を購入する過程で、自分の無意識の内的言語（他責モード、言い訳

を探している）に気づけたことが大きな収穫でした。  

初めまして、鮒谷さん 

セカンドステージの皆さま 

 

鮒谷さん歴約 1 年です。 

初めて感想を書かせていただきました 

 

目標 3 部作、日記音源、物語音源 等を毎日のように聴いており、Being 目標を

設定し、日記も書いておりましたがいつのまにやら Being 目標を見返しもせず、

日記もおざなりになりました。 

 

普段通りの日常に戻り、日々悶々としていたところ新音源の販売を目にし

て、居ても立っても居られなずに音源を購入しました。 

 

とはいえ、購入する際にかなり躊躇したのは事実です。 

販売案内の文言に「聞く人を選ぶ音源」とのくだりがどうもハードルが高く感じ

られ、気軽にポチリとできなかったのです。 

 

「また、数日後に熱が冷めたら忘却のかなたになるのでは.......」 

「やるやる詐欺的なことは何度目かな......」 

 

いつものネガティブサイクルがくるくる回り始めました。 

 

それでも何に躊躇しているのかが気になり、自分なりにずっと逡巡していたとこ

ろ 

「これを買えば、理想の自分になれるのでは......」と、転生小説的なものを期待し

ていたことに気づいたのです。 

 

これは他責モードだ！ 

やっともやもやの正体が分かったのです。 

 

スッキリしたところで購入し、音源を必死にメモを取り、分からない単語は調べ

（アウフヘーベンの意味初めて知りました）言葉の比喩に感銘を受け（国家戦略

のくだりは圧巻でした）気に入ったフレーズを羅列しようとしましたが、助長に

なるのでここでは割愛したいと思います。 
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とにかく、鮒谷さんの熱のこもった音源内容を自分なりに解釈すると 

 

「細かいテクニック論はさておき、本気でやろうとしてますか？」 

 

と言われているように思いました。 

 

当音源を購入する過程で、自分の無意識の内的言語（他責モード、言い訳

を探している）に気づけたことが大きな収穫でした。 

 

その他音源でも自分の内的言語をひもづけて躾けていきたいと思います。 

 

今回は本当にありがとうございました。  

（Ｉ．Ｇ 様） 
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まずは改めて「考える」「考え抜く」という行為の難しさを、そして考え

尽くしていなかったことを実感させられました。  

「目標設定音源＆日記放談会音源」の購入者で、「自分なりに実践してきたつも

りなんだけれども」どうも行動量が増えていかない・・・とまさに私が指名され

ているかのようでした。 

 

そして、先月 3 月は幸運もあり金額的にはかなり稼ぐことができたのですが、コ

ロナ渦中ということもあるのでしょうが、どうもテンションが上がらない、大目

標と日常生活がリンクしている感じがしない・・・とこれまた名指しをされてい

るようなキャッチコピーのせいもあって思わず購入してしまいました。 

 

今確認してみたところ、目標設定音源を購入したのが、2016 年 12 月とな

っておりました。購入後、もちろん何度も再聴し、その都度、目標をアッ

プデートし続けて、確かに少しずつではありますが、近づいていたという

実感はありました。しかし、今回の音源を拝聴し、鮒谷さんの実体験にから

生み出された「あぁ、そういうことか！」と心身に染みわたるひとつひと

つの言葉に触れて、私のピラミッド(とも呼べない程度ですが)はなんとスカスカ

だったのだろう、そして私自身の「考える」という行為のレベルの低さに目を覆

いたくなるような不甲斐ない現実を突き付けられたというのが、残念ですが、正

直な感想です。ですが、5 年後・10 年後ではなく、今この 2020 年に気づ

かせていただいたことに感謝して、自分の人生について、「たまに」考え

るのではなく、日々いや時々刻々考え続け、自分が理想とする Being 像に

一歩でも近づくように、自分を律していく最高の機会をいただいたと解釈

しました。それとともに、この厳しいコロナ禍もひとつの大きな変化の機

会と捉え、なんとしても大目標を達成すべくもがき続けていく所存です。 

 

感想提出の期限は 1 週間でしたが、最大 2 週間とあったので、2 週目は実際に

ピラミッド構築をしてみての感想ですが、まずは改めて「考える」「考え抜

く」という行為の難しさを、そして考え尽くしていなかったことを実感さ

せられました。そして、音源にあった MUST/SHOULD、梯子の昇り降り、

WHY/HOW、なぜ負荷をかけるのか、一貫性、気／魂が入っているか、紐づい

ているか、スイッチの入り方などなど、多くのヒントをいただいたので、今後は

時々刻々考え続けている状態をキープして、再聴を繰り返し、少しずつ思考の精

度を向上させて、ピラミッドの密度を濃くし、理想の存在を目指して、日々精進

してまいります。 
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今回の音源を提供していただいたことに、心よりお礼を申し上げます。ありがと

うございました。  

（Ｋ．Ｋ 様） 
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今回鮒谷さんのお話を聞きながら、思考のピラミッド構造の重要さを語ら

れている時の鮒谷さんの最上位にある目標のキラキラ具合が、今までの音

源やメルマガで感じたことがないくらい伝わってきました。  

鮒谷さん 

 

ピラミッド音源、拝聴しました。 

 

まだ一回りしただけですので感想といっても稚拙極まりない文で恐縮ですが、気

持ちが動いている間に書けるだけ書いておきたいと思い送らせていただきまし

た。 

 

昨年 8 月に初めての単発個別コンサルを受けました。そこで鮒谷さんから 

 

「意識高い系で全然行動しているうちに入らない。とにかく行動量を増やすべ

き。」 

 

と頭を殴られ、自分では行動！行動！行動！と意識していたにも関わらず、なか

なか思うように実行できていないと感じていました。ですので案内を見てすぐに

購入に踏み切りました。 

 

私が思うように結果を出せていないそもそもの理由はなにか。まずそれで感じた

ことは、自分が立てた目標、それも特に being 目標が全くキラキラしていなかっ

たということです。気づいたというよりも、薄々気づいていたのに認めていなか

ったというほうが正直な気持ちだと思います。 

 

今回鮒谷さんのお話を聞きながら、思考のピラミッド構造の重要さを語ら

れている時の鮒谷さんの最上位にある目標のキラキラ具合が、今までの音

源やメルマガで感じたことがないくらい伝わってきました。そのキラキラ具

合が自分の目標のキラキラ具合とは全く別次元のものだとわかりました。これを

認めるのがしんどかったんだと思います。 

 

また、お金が欲しい！というのにも強い動機が必要だ、というお話をされていま

したが、ここでも、自分が今までやってこなかったビジネスで収益を上げるとい

う動機が、お話にならないぐらい弱いものだということを思い知らされました。 

 

臓器移植の例は子どもを持つ身としてはガツンときました。所詮は現状に満足し

ていたんですよね。口ではなんやかんやと言っても、そこまでの強い「お金が欲
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しい！」という動機はなく、これぐらいあればいいか、と思ってしまっている自

分を認められていなかったと気づきました。 

 

この二つの「認めたくないけれども認めないといけないこと」を認めなくては、

私の場合は始まらない、また行動しない自分のままだと自分の文脈に持ってきて

考えました。 

 

その上で、私にとって大きな気づきとなったのは、具体と個別、大・中・小のそ

れぞれの目標をハシゴで上り下りするというイメージです。 

 

これまでの鮒谷さんのお話や文章を読み、私の中では「抽象、being が大事。具

体個別や doing、having 目標はその後！」という理解になっていました。そこ

に行き来、というイメージがありませんでした。正確に言うと上り下りするため

のハシゴの段を持っていなかった、という感じかもしれません。つまり、意思決

定基準がそこになかったのだということです。意思決定基準というものを甘く見

ていたとも言えると思います。 

 

鮒谷さんが途中でおっしゃった「スカスカのピラミッド」というのは、私にとっ

ては意思決定基準という石が明確に中間に配置されていないピラミッド、という

イメージです。ここからは私個人の話でありかつ仮説になってしまうのですが、

そのあまりキラキラしていない目標を見直してみたところ、being 目標の中に半

分ぐらい意思決定基準が入り込んでるんじゃないか、と感じました。 

 

言葉としては尤もらしいものが並んでいるのですが、その分どうも感情が揺り動

かされていないようなのです。仮説の検証段階として、なかなか手がつけられな

かった being 目標を一旦解体し、これは目標だろう、これは意思決定基準だろう

と仕分けをしてみました。まだ途中なので結論はでていませんが、少なくとも私

にとってはこれは当たりなのではないかという手応えを感じています。自分にと

っての意思決定基準となっているものを、これまでそうだと意識化できていなか

ったものですから、当面は書き出せるだけ書き出して、閃いた時にすぐに日記に

書き、言語化してみようと思っています。 

 

もしこれでハシゴの上り下りができているという感覚を手に入れるところまでい

ければ、一旦は仮説が立証されたことになるのでは、と思っています。さらに

は、意思決定基準が明確に意識されることで、doing 目標、having 目標が鮒谷

さんの仰っておられる「ピラミッドの裾野を広げていく」基準となるのではない

か、という新たな仮説も出てきました。感想を書くために書きなぐったメモはま

だまだあるのですが、一旦はここで終わりにしたいと思います。 

 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

あ、個人的には、「言葉の貿易商！」「2221222 の合言葉」「戦略・作戦・戦

術」「自分の文脈、物語に紐づいていないと受け取ってもらえるコンテンツには

ならない。」このあたりの表現、お話が好きです。 

 

思いつくままに書き綴ってしまいましたので乱筆乱文をご容赦ください。  

（大阪 ECO 動物海洋専門学校獣医師／臨床心理士 渡邊 力生 様） 
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「文明の担い手」として、自分は社会にどう貢献できるのか？という鮒谷

さん流の Being 目標の立て方、北極星を知るための問いを伺えたのは貴重

でした。  

「目標ピラミッド」の下部、具体的な To Do list にあたる部分と言い換えても良

いと思いますが、こちらの数が圧倒的に足りていない、要は行動量が全く足りて

いない人が多すぎる、という趣旨の指摘をもらったと受け止めています。 

 

To Do まで落とし込んでいない限り、それはピラミッドではなくダイヤモンドの

ような形だったり、あるいは頭でっかちの逆ピラミッドになってしまうわけで、

それでは成功は覚束ないでしょう。無数の To Do をこなし、それが土台となっ

て中盤の目標たち＝意思決定基準たちを支え、それを以てようやく Being 目標、

あるいは北極星のような目的へと近付く。当たり前と言えばそれまでかもしれま

せんが、当たり前を当たり前にこなすのはやはり難しい。 

 

改めて振り返ると、下の土台が細ってるのではないかという危機感を持たざるを

得ないので、行動量をもっと限界値に近付けます。それによって、「精緻で強固

な、魂のこもったピラミッド」を作り上げたいと感じた次第です。 

 

「文明の担い手」として、自分は社会にどう貢献できるのか？という鮒谷

さん流の Being 目標の立て方、北極星を知るための問いを伺えたのは貴重

でした。 

 

漠然と「社会に対する貢献」を考えていましたが、「社会」よりも「文明」に対

して貢献できるかどうかを考えた方が、自分の Being 目標の解像度が上がる気が

します、感謝です。 

今月もありがとうございました。  

 

※下巻に収録されたセミナーにご参加頂いたのちに頂戴した 

ご感想もあわせてご紹介させて頂きます。 

 

今回のショートセミナーは、前回のロングセミナーで語られた「思考のピラミッ

ド」に関する補足がメインでした。 

 

察するに、前回の内容に対する受講者側の理解が今一つだったと感じられた鮒谷
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さんが、あえて表現方法、アプローチ方法を少し変えて、より分かりやす

く、あるいはより深く受講者に理解をさせようという意図の下における挑

戦だったのではないか、そう感じた次第です。 

 

前回と今回の基本的なメッセージは共通していて、「本気モードを発動せよ」

「常時臨戦態勢、常在戦場の心構えで日々を過ごせ」という解釈をしまし

た。そうでない限り、何も始まらない。「カネが欲しい」と上っ面で言っ

ているぬるい連中と一緒であってはならない。そろそろ、そこに気付いて

くれよ！そんな熱いメッセージをいただいたと思っています。 

 

内容について、いくつか興味深かったことをおさらいしておきます。 

 

▼新書『独ソ戦』との絡みで、ゲームに「戦略級」「作戦級」「戦術級」という

レベルの違いがあることに触れられていました。戦略には階層があり、抽象度の

高い順から低い順に「世界観」から「テクニック」まであって、高い階層の過ち

は低い階層の行動では取り返しがつかない、ということを学んだことがありま

す。 

 

戦略級から戦術級、またはその逆へと、日々の行動の行ったり来たりを繰り返し

ながら各階層における勝利を目指して DCAP を高速で回すことがまずは重要。

そして、出来るだけ上位のものを先に精緻化していくことが必要なのではない

か、そんなことを、お話を振り返りながら考えました。 

 

Why と How の組み合わせ、言い換えると抽象と具体の行ったり来たり、この辺

の話も全て通底している話だと理解しています。 

 

▼To do list が、第二領域の事柄でパンパンに埋まってなければならない、とい

うことも改めて前回の復習的に伺いました。それでも日々の実践は全て第二領

域！というわけにはいかず、二をやって一、また二をやって一、時折三、

四、、、となります。 

 

そんな状況を、三四は真っ先に削りつつ、二を出来るだけ多くこなすことでその

比重を増やしていき、二をやって一、二、二、一、というような形に持って行

き、最終的にはほとんど二ばっかり、まれに一、という状態に持っていくべし！

という趣旨の話は、まさに言葉通りそのまま自分でやるべし！です。 

 

▼「みんな大好きカネの話」については、以前より漆塗りのように伺っている、

カネはあくまで手段であって目的ではなく、やむに已まれぬ目的があってそれを

達成するにはどうしてもカネが必要、そういう状況になったら何が何でもカネを
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稼ぎに行くし稼げるもの、カネというのはそういう位置付けだという「基本の

話」であり、よい復習となりました。 

資産台帳を手書きしているという話は初めて伺い、生々しさもあいまって、強く

印象に残りました。 

 

カネに関する危機感、リスク感度のレベルが違うのは以前から分かっております

が、自分はさすがに甘すぎるかも・・・と今さら焦りを感じざるを得ませんでし

た。 

（Ａ．Ｈ 様） 
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自分一人では到底見つけることができなかった新しい視点を得たというこ

とからも、本音源は「安すぎる」という感想しか出てきません。  

（勝手な解釈で恐縮ですが、、、）ナポレオンヒルが書いた「思考は現実化

する」の【超実践編・解説編】のような位置づけにあたるのが、今回の音

源だと考えています。 

 

「思考は現実化する」は、成功するための 17 ステップが書かれている「成功

本」の王道ですが、個人的な理解力が足りないという背景もあり、何回読んで

も「何か腑に落ちない」という印象を抱いていました。今思うと、その理

由は、「書籍の内容＝目標」と「私」との間に「距離感」を感じていたか

らかもしれません。そんな「距離感」を縮めてくれるのが、今回の音源で

はないかと考えています。 

 

イメージとしては、今まで「点」として捉えていたものが、「線」や

「面」、さらには「空間・立体」として捉えることができるようになる、

という感じでしょうか。アリがどれだけ頑張っても「平面」でしか世界を

認識することができないように、私たちも基本的には目標を「平面」とし

か認識できない。そして、その認識を「立体」に広げてくれるのがこの音

源ではないかと考えています。 

 

ひとたび、目標が「立体」に見えるようになると、目標を構成する「抽

象」と「具体」の距離感が一気に縮まります。その結果、抽象と具体が同

じ世界に共存しあうことになり、お互いに影響を与え合いながら相互に熱

量を帯びはじめ、その熱が空間を縦横無尽に広げていく。そんなイメージ

ではないかと考えています。 

 

目標に関し、抽象と具体が関係性を持つだけでそんなに変わるのか、と思う方も

いるかもしれませんが、コーヒーにミルクが入ることで見た目から味まで一

気に変わるように、目標に関して「抽象」で完結してしまいがちな世界

に、「具体」が絡み合うことで、全く違う結果が出るようになると確信し

ています。 

 

そういった意味においては、自分一人では到底見つけることができなかった

新しい視点を得たということからも、本音源は「安すぎる」という感想し

か出てきません。 

 

まだ一回しか聞けていませんが、何回も繰り返し聞いて、「立体」の世界を
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更に鮮明にしていこうと思います。改めまして今回も素晴らしい音源をあ

りがとうございました！ 

 

PS 大変僭越ながら、購入を検討されている方に一言だけ、、、本音源は、「ピ

ラミッド」というキーワードを見て「少しでもアンテナにひっかかった」

人は、買って損をしないかと思います。  

（株式会社 CODOR 代表取締役 大橋亮太 様） 
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これまでモンモンとしていた、というか意識すらできておらず、んー？と

感じていた疑問について光をあてて解決してもらったように思います。  

今回の音源を聞いて思ったことは「やばい！」でした。 

もちろん、良い意味でのやばい、です。語彙力がなくて恥ずかしいところで

すが笑、それ以外の言葉が思いつきません。 

 

これまでモンモンとしていた、というか意識すらできておらず、んー？と

感じていた疑問について光をあてて解決してもらったように思います。目

標音源や日記音源を聞き森羅万象から学ぶ、ということがわかっていたつ

もりででもイマイチしっくりきていなかった（よう）です。 

 

例えばただ第３、第４領域で時間を浪費してしまった後に後悔を最小限に食い止

めるべく、学びに昇華させたいと思いつつもあんまりうまくできていませんでし

た。いつもは「問題」にフォーカスしてしまい「どうしたら第３、第４領域で時

間を浪費しないのか」というような対策を学びとして得しようとしていました

が、効果がうすい（行動に反映されていない）ように感じていました。 

 

でも、今回「目的」にフォーカスすべき、と思うようになりました。つまり「幸

せに生きるためには？」という目的に目を向ける。目的のために「どう行動すべ

きか」を考えるので自ずと浪費してしまうという課題まで解決できている。 

 

少し話題がずれますがこの音源で僕にとって一番印象に残ったのは 

 

「凝固剤が届くことだけで嬉しい」 

 

とおっしゃられていたことです。being 目標と紐付いた Todo をこなせば、目標

に近づけたのだからそれだけでひとまず満足、という意味だと思いましたがどう

も僕は、一つ一つの行動を軽視しすぎていたようでした。 

 

鮒谷さんがどこかの音源でおっしゃっていた「細かいタスクにまで落とし込む」

ことの細かさに雲泥の差があったことに気づきました。凝固剤を買うという小さ

なことすらも、being 目標と紐付いた Todo というなら本当に第３、第４領域に

割く時間など皆無であると思えました。 

 

being の大目標に向けて、常にどう行動すべきかを考え、どんなに小さいことで

もそれに向かっているという意識を持つ。いま感想を書きながら文字にしてみる

と、あれ？当初から言われていたことだよな？と感じてしまってはいるものの
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笑、改めて学ばせてくださり、ありがとうございました 

 

それにしても、僕は個別コンサルを受けておりますが年プロ参加すべきかも

と思うようになってきました。前回の「ことば未来音源」と今回の「ピラミッ

ド音源」随所に年プロで話された内容であることがほのめかされ年プロに参加し

ていれば追加で購入する必要なかったのにな、と笑 

 

個別コンサル中に、財布の中身を見られつつ、エレガントにクロスセリングをか

けられ「商品同士にリンクを貼る」を体感させられております笑引き続きよろし

くお願いいたします。  

（藤倉 誠 様） 
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今回の音源で「目標」「日記」「物語」が実現するピラミッドの「モデ

ル」の解像度は上がったと思います。  

あらためて、音源を聴きなおしてみました。 

今回の内容は、今までの「目標」「日記」「物語」の集大成をお話し頂いて

いると理解しました。これらが、思考と行動のピラミッドとして喩えられます

が、今回はこのピラミッド建設の要領を様々な側面からお話しされていただいた

ように思います。 

 

私自身は、音源を聴きながら、ピラミッド建設のプロセスをイメージ画像として

頭に描いておりました。まずは、ピラミッド設計図の頂点には、being 目標があ

り、それが四方（現実は無限になるから円錐か？）にブレイクダウンされてい

く。 

大きく分けると経済的領域、非経済領域と分かれて、梯子を下るかがごとく具体

化していく。具体化は ToDoList の細分化を招き、それがピラミッドを構成する

ひとつひとつの石の姿になっていく。設計図ができあがれば、次に現実の建設に

うつっていきますが、ただ、この設計と建設というプロセスは相互に行ったり来

たりを繰り返すというのが本当のピラミッドとは異なるところ。建設にあたって

は、巨大な足場が組まれる。これは目標に向かうための物語と日記のようなも

の。そして、具体的に石を積み始めるが、そのエネルギーは感情と魂でしょう

か。文章にすると目が粗いですが、そういう様が音源を聴きながら思い浮かべら

れました。 

 

さて、重要なのは、思考だけではピラミッドは組み上がらず、行動が必要という

ことだと思います。思い描いたひとつの石が行動によってあるべき場所にかちり

とはめられていくように思います。 

 

（中略） 

 

今回の音源で「目標」「日記」「物語」が実現するピラミッドの「モデ

ル」の解像度は上がったと思います。いつも言われている通り、勉強だけし

ても自分自身の行動がなければ目標に近づくことはできないわけで、だれも人の

人生を自分にコピーするわけにはいかない。では、勉強の先にある、人が動くた

めの何かとは何か。自分が学ぶ立場でも、教える立場でも、どちらでも永遠の課

題のように思いました。  

（Ｋ．Ｍ 様） 
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二回目の音源を聞いてまだ３日で、始めの一歩ですが、その一歩に喜びを

味わえるようになりました。  

今回も、上質な学びを有難うございました。 

前回の「ことば未来放談会音源」に続いて、難易度は高めで、もしかしたらポイ

ントを外しているかもしれませんが、自分に響いたところを感想として送らせて

頂きます。 

 

今回の音源で、一番響いたのは「中目標（＝意思決定基準）」の大切さ、です。

北極星のような「Being 目標」を、手が届く「小目標」としての具体的行動に変

換するのが「中目標」であり、これが言葉で記述された「意思決定基準」である

と受け取りました。さらに、その意思決定基準の質によって、行動が「一、三、

四」となってしまうか、「一、二、一、二」そして「二、二、二、...」となるか

が決まる、と感じました。これはそのまま、現状での弱点だと思います。 

 

今までは、この「中目標」が弱い、基準があいまいだったので行動が少なく、作

り変わってゆく実感が無かったのだと思います。自分なりには、「Being 目標」

は実感できる形で仕上がって、見る度に気持ちが高まっていく感触はありました

が、いま、何をするのかという段階で急に萎えてしまう感じになっていました。

まさに「行動が行方不明」の状態です。 

 

今回の音源では「行動せずにおれない」状態について、ピラミッドのイメージを

中心に、戦争の戦略・作戦・戦術レベルの例などで「下から上まで、すべて一貫

している状態」が大事とお聞きしました。 

 

音源を一度聞いたところで自分の目標を見返すと「Being 目標」は結構な分量が

あるのにその下がかなり少ないといういびつな形でした。そこで中間の意思決定

基準を意識しながら「Being 目標」を読み返し、それを ToDo に変換してみる

と、すぐに大量のリストになりました。以前の音源で、ToDo リストは「サルで

もわかる」ように書かねばならないと聞いてはいましたが、やってみるとこんな

大量になるのか、と驚きました。実際にサルを調教したことはありませんが、抽

象度ゼロで、迷う余地なく行動出来る書き方となると、一つの大目標に１０００

個の ToDo というのは大げさではなかった、と今さらながらの実感です。 

 

おそらく、ToDo が増えることに抵抗があったのだと思います。負担だな、と。

しかし、今回の音源では小目標は「北極星に至る道で、落ちているアイテム」と

いうフレーズが響きました。ToDo は負担ではなくて前進なんだな、と。これに

は負荷という言葉がしっくりきます。トレーニングには負荷がつきもので、その
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量と質によって鍛えられるのですから、むしろ負荷は歓迎です。 

 

二回目の音源を聞いてまだ３日で、始めの一歩ですが、その一歩に喜びを

味わえるようになりました。ようやく第一波の進撃開始といったところです

が、「Being 目標」を読み返して大量の ToDo 補給と、その処理を繰り返してゆ

きたいと思います。自分の気づく、ごく一部の範囲に関しての感想ですが、

これ一つでも十分に１０倍返しは頂いたと思います。 

 

ピラミッドの巨大化と精緻化に、日々淡々と取り組んでゆきます。ありがとうご

ざいました。  

（遠山 哲也 さま） 
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ここ最近でアバター音源、語どもたち音源、ピラミッド音源、ゲーム化音

源、と立て続けに音源購入し、ランダムに聞いていますがそれが非常に効

果的に脳みそを混乱させてくれます(笑) 

先日、防水イヤホンを購入したのでプールで 30 分～1 時間ほど、ゆっくり泳ぎ

ながら音源聞かせていただいております(水の中に入ると音がしっかり聞こえて自

分独りの世界に入れるので気に入っています)。 

 

さて、ここ最近でアバター音源、語どもたち音源、ピラミッド音源、ゲー

ム化音源、と立て続けに音源購入し、ランダムに聞いていますがそれが非

常に効果的に脳みそを混乱させてくれます(笑) 

 

各音源を聞くたびに頭の中のピラミッドが一度破壊され、その後に各面か

ら、相互的に組み立ててくれる強い材料となっているようです。"螺旋的に

"ピラミッドが組み立て&補強されていく、と表現したら良いでしょうか。

水前寺清子さん方式と言いますか。。 

 

一度理解したつもりのことでも、別の音源によって同じ概念を違う角度からつつ

かれることで「実は欠陥構造があった」ことに気付かされ、そのおかげでアクシ

ョンアイテムがより具体的に、臨場感高い状態で作れる様になってきました。 

 

最近の音源の中で「ぶっちゃけ話？」感が強いことも臨場感を高める上で

ありがたいです(私が勝手にぶっちゃけ度高いと感じているだけかも、です

が)。 

 

音源中の成毛さんの「老後 2000 万円問題」のくだりでの「確定した未来」に

ついては、表現を聞いて強い危機感を覚えましたし、分かっている落とし穴にわ

ざわざハマることも無いよね（汗)と改めて気付かされました。 

 

これからも「時々刻々の記」を書きつつ、具体アクション起こしていきます。 

いつも貴重な音源ありがとうございます。 

（制御機器エンジニア Ｍ．Ｍ 様） 
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ピラミッド音源での「抽象と具体のはしごの上り下り」というフレーズに

触れたときに、「そういうことか！」とすぐに反応して、己の未熟さを恥

じるとともに、これでもっと日常の行動が変えられる、と確信しました。 

いつもためになる音源を提供いただき、ありがとうございます。 

 

ピラミッド音源の感想が遅くなりました。 

実は感想は以前に書いていたのですが、今回の音源は自分としてはいちばん

学びの多いものになり、自分で書いていた感想はかなりのボリュームになった

とともに、ポイントが多すぎて書き散らすようになってしまっていました。今

回、ポイントを絞って送らせていただきます。 

 

恥ずかしながら私も、「Being 目標を立てて満足してしまっていたうちの一人」

でして、「Doing 目標、Having 目標」を正しく捉えられていませんでした。そ

れらは「下位」の目標に過ぎず、「Being 目標がすべてでしょ」といった誤った

感覚にとらわれていました。 

 

ピラミッド音源での「抽象と具体のはしごの上り下り」というフレーズに

触れたときに、「そういうことか！」とすぐに反応して、己の未熟さを恥

じるとともに、これでもっと日常の行動が変えられる、と確信しました。

またはしごではまだ 2 次元のイメージですが、ピラミッドをイメージすること

で、この体系が 3 次元で捉えることができました。はしごを上り下りするたび

に、上位の Being 目標がさらに多角的に強化され、下位の Doing や Having 目

標が増えていき、質も上がるのでしょう。 

 

鮒谷さんの「機嫌良く生きる」からの「安心・安全」を経て、「災害やパ

ンデミック」、「避難生活」、そして「トイレットペーパー」！は、リア

ルで見事な一例として、いただきました。 

 

自分のアンテナをより感度高く、幅広く立てるためにも、活用していきたいと思

います。 

 

これは学びとなったごく一例にすぎないので、他にも自分の中に数々の学

びが得られました。行動にどれだけ移すことができるか。それしかないですの

で、はしごの上り下りを繰り返すとともに、行動タスクを量産、ブラッシュアッ

プしていきます。 
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今回も骨太、肉厚な内容の音源をありがとうございました。 

（外科医師 Ｓ．Ｙ 様） 
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まさしく今回の思考のピラミッド音源は、今期の組織の方針を策定するに

あたり、どう目標から、普段の業務レベルに落とし込んでいくのか、ここ

にピタッとはまりました。  

今回の音源を聴いて、個人としてのピラミッドと組織としてのピラミッドがある

と感じました。まず個人として感じたのは、being 目標を見直す必要があるとい

うことです。 

 

この目標設定が借りてきた言葉になっていないか？ 

自分の心が震えるような自分の言葉で書けてないのではないか？ 

 

だから、being 目標はあるが、行動に結びついてない。ここはインプット及び日

記での言語化能力の磨き上げが必要であると感じています。 

 

それと、もう一つは、中間目標が、明確になっていないということです。ここは

ピラミッドが精緻になっていないということだと理解しました。ここは梯子の昇

り降りができていない。抽象と具体を行き来する、意思決定基準と実際の日々の

行動、ここをしっかりと日記で振り返っていく。日記は書いていますが、漠然と

日記を書いており、ピラミッドの精緻化は、全く意識できていませんでした。こ

こは今回の音源を聴いての大きな気づきではないかと思っています。 

 

また、今回音源を聴かせてもらい改めて思ったことが、基本は個人の変容

に対して語られてはいるが、この原理原則は、組織の変容にも当てはまる

ということ。なぜいつもついついポチッとしてしまうのか、自分自身の課題認

識においても、もちろん目標設定や日記の重要性は感じられたため、音源

を購入し続けていたのですが、いつしか自分自身のことと、自分がマネジ

メントしている組織にもこの原理原則を当てはめていくと、問題や課題が

解決されていくということです。 

 

まさしく今回の思考のピラミッド音源は、今期の組織の方針を策定するに

あたり、どう目標から、普段の業務レベルに落とし込んでいくのか、ここ

にピタッとはまりました。戦争の話、軍隊の話、戦略から作戦、戦術の話は、

改めて自分の組織に当てはめてみても、どこがあって、どこがない、もしくは、

あるが脆弱。また、戦略から、作戦、戦術が一気通貫でつながっているのか？一

兵卒まで浸透できているのか？というところでは、ミドルマネジメントとして、

メンバーに対して、しっかりと組織の戦略を伝え切れているのか？メンバーの

日々の業務と目標を紐つけられているのか、また適切な中間目標を設定できてい

るのか？改めて考えるいい機会となりました。 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

もちろん、軍隊の話は、今までも組織マネジメントを考える上では、参考にはし

ていたのですが、どちらかというと How が主であり、今回の音源では、Why の

視点で見直すいい機会となりました。ありがとうございます。 

 

改めて今回の音源を聴いて思ったのが、目標設定は当たり前として、日記の重要

性です。目標の見直しについても、ピラミッドの構築、精緻化についても、日々

の思考と行動と紐ついているのは、日記です。 

 

日記のレベルが上がってくれば、自ずと人生のレベルも上がっていくのだと肚落

ちした次第です。 

 

今回も貴重な音源ありがとうございました。  

（菅 智教 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

ビジネスの覚悟というか想いが弱かった自分には背中を押されるというよ

り尻を叩かれる感覚となりました。  

最初に、鮒谷さん、いつも為になるメルマガや音源、セミナー、コンサルなどを

出していただき、ありがとうございます。とても助かっていて感謝しています。 

 

さてこの音源ですが、重要というか 1 番に買いたいというか、最初には本

当に必要なものじゃないでしょうか。ぶっちゃけ、そもそものお話しなん

です。 

 

お勧めなのはメルマガと違って音源はまさに熱意と臨場感があって直接語

っているから、分かりやすかったり情熱の熱移動が起こります。これは凄

く大事です。これがマンツーマンならいかほどか...。 

 

聴けばメルマガも言っている事は同じだけれど、また違う感覚で聞ける

し、何故音源が売れているのか分かると思います。ビジネスの覚悟という

か想いが弱かった自分には背中を押されるというより尻を叩かれる感覚と

なりました。 

 

なのでこの音源が必要な人は成果が出せていない人や何事にも初めての人、ある

いは尻を叩かれたい奇特な人だと思います。成果を普通に出されている方は確認

というところでしょうか。 

 

将来マンツーマンでコンサルしてもらえる様、材料を揃えてお願いしたくなりま

した。 

ありがとうございます。  

（スギウラカイロプラクティック 晴明院 杉浦弘晃 さま） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

  

この音源は確かに抽象的で難しい点もありますが、目標設定において真剣

に悩み、考えて来られた方にはぜひお薦めします。  

私は鮒谷さん歴？早 4 年ほどとなります。 

 

これまでの間、鮒谷さんが「起業初期の頃ずっと何者かになりたい」と考えてい

らしたのと同様、私も目標というものを鮒谷さん歴が始まって以来、ずっと考え

てきました。(紀元前と紀元後のようですね！でもその位のパラダイムシフトだっ

たのです。(笑)) 

 

同時に、目標を考えずにふわふわと生きてきた期間を後悔しつつ、その期間につ

いて自分にとって都合の良い物語も編む努力をしてきました。4 年前とは、外

部から何も変わらないように見えると思いますが、自分の実感としては全

然違う自分になっています。 

この音源を聞いて、今までの自分の選択を肯定できたことにまず感謝申し

上げます。 

 

同時に、国家戦略の話にはそうした観点で自分の目標を考えてみたことがなかっ

たため、新たな視点を頂き、この音源を拝聴して良かったと思いました。 

 

この音源は確かに抽象的で難しい点もありますが、目標設定において真剣

に悩み、考えて来られた方にはぜひお薦めします。 

 

私も自分の成長を感じられ、またこれからを生きる娘達にもこの音源を参

考にアドバイスできるかもと思いました。 

この度はありがとうございました。  

（Ｙ．Ｏ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

カビが生えたような埃をかぶった社是とか社訓のようだった「being 目

標」も見直す気持ちが強まり、その在り方を頂点としたピラミッド構造の

下位に該当する TODO が圧倒的に足りないことにも気付かされました。  

鮒谷さん、 

セカンドステージの皆様 

 

先日は誠に有難うございました。以下、セミナー全体というよりも、自身の取り

組みと体験に紐付いたピンポイントな感想になります。 

 

今回特に「人生は矛盾克服ゲームである」という言葉に震えました。ビジネスと

幸福感に関する葛藤を、最近私は抱え続けており、稼ぐ目標に対するアク

ションを増やし、その目標に近付く実感を得つつも、反面で「両立できな

い何かが顕在化」「幸福の定義が曖昧」という悩みに直面していました。 

 

年間プログラムでの鮒谷さんの的確なアドバイスや質疑、参加者の皆様と

の繋がりを通して、お陰様で上記「稼ぐ目標」については、以前の自分で

は信じられないスピードで達成が見えてきていますが、その一方で自身に

様々な矛盾を抱え続けていることにも気付きました。 

 

その葛藤を弁証法でアウフヘーベンしていくかのように、問題意識、当事者意

識、他者からのフィードバック、今まで気付かなかった価値を持つ言葉に触れて

多数拾い続けていくことで、解消していく...というプロセスに具体的な確信を持

つことができて、新たなエネルギーを燃やす種を頂けた思いです。 

 

その過程で、カビが生えたような埃をかぶった社是とか社訓のようだった

「being 目標」も見直す気持ちが強まり、その在り方を頂点としたピラミ

ッド構造の下位に該当する TODO が圧倒的に足りないことにも気付かさ

れました。 

 

漠然とした being 目標だけでは動けなかった私は、敢えて目に見えやすい「稼ぐ

目標」を短期間で掲げ、TODO を増やし続けていましたが、そこから梯子を登

るかのように新たな being 目標が形成されていたことに、私自身驚いています。 

 

「梯子の登り降り」という「抽象と具体の往復」については常々聴かせて

頂いておりましたが、葛藤を経て骨太で強固なシステムが形成される感覚

を味わったのは、今回が初めてでした。 

 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

一方で「文明の担い手」という在り方をセミナー内で言語化頂いたことについて

も現時点での私の心が反応して震えています。今までの人生で自分のことばか

りしか考えていなかった私が、「他者への貢献」の在り方にカビと埃が払

われていく瞬間でした。 

 

僭越ながら、「文明の『熱き』担い手」を目指します！ 

 

以上長くなりましたが、今後も邁進していきますので、何卒引き続きよろしくお

願いいたします！  

（Ｔ．Ｆ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

今回も素晴らしいお話と参加者との間の歯に衣着せたような、着せないよ

うな、我が身にも迫ってくる Q＆A をありがとうございました。  

鮒谷さん 

 

今回も素晴らしいお話と参加者との間の歯に衣着せたような、着せないよ

うな、我が身にも迫ってくる Q＆A をありがとうございました。 

 

さて、今回、もっとも印象に残ったのは、やはり先ずは行動することがすべてだ

なという思いです。お話をお聞きしながら思い出した言葉があります。これは、

京セラの稲盛和夫氏が言われていたことです。「古代インドのサンスクリット語

で『偉大な人物の行動の成功は、その行動の手段によるよりも、その人の心の純

粋さによる』というある聖人の言葉が残されています。純粋な心とは言い換えれ

ば、物ごとを行うときの動機が純粋であり、私心がないということと同じです。 

 

またそれは、人間として何が正しいのかということとも共通しています。」（京

セラのホームページより引用）これを私なりに解釈すると、鮒谷さんがいわれる

目標設定においては、Being を深く掘り下げ、究めることが最も大事なことであ

る。 

 

ちまたの成功者のハウツーに頼ったところで、一時的な盛り上がりがたまさかあ

ったとしても、所詮長続きするものではない。もし自分が満たされていないので

あれば、行動しないという行動も含めて、多くの打ち手に挑戦し、自分の内面に

一点の曇りもない自分のあるべき姿をこそ追究していくべきではないか。 

 

「好き」であり「得意」であり「価値あること」が交錯する点を探求しなさい、

とよく言われるが、その為には、幾多のチャレンジを試みること以外に方法はな

い。ノウハウ的な行動によって、外的な世界の継続的な充実をたやすく得ること

などできるはずがない。しかしながら、数多の行動によって、内的世界における

純粋な喜びを探り出すことでこそ、一点集中かつ継続的な行動が可能になり、そ

こから外的な世界における充実もはかられていくのだろう。 

 

「自分は何者であるのか」「自分のあるべき姿とは」、この Being に対する問い

を回し続けることでこそ、稲盛氏がいうところの純粋な心に近づけるのではない

か、そう考えた次第です。  

（Ｋ．Ｍ 様） 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 
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改めて、目標について考え、多くの"とにかくやりたいこと"を思いつくき

っかけとなったことは私にとって大きな価値でした。意識が以前よりも将

来に向けられた気がしております。  

鮒谷様 

スタッフの皆様 

 

良質な学びの時間をご提供いただきありがとうございます。 

 

音源を通してたくさんのことを気付かせていただきました。 

 

私には「アクションリスト作ってもやらないのは単にやる気がないだけ」という

内容が深く突き刺さりました。漠然とした将来の不安を抱えた日々を送っており

ましたが、この言葉で、上を向かされました。 

 

確かに、掲げたＢｅｉｎｇ目標を実現したいという強い欲求があれば、「それに

ひも付くアクションリストは、やりたくてしかたなくなる」はずだと腹落ちしま

した。それに対し、私自身が作り上げた目標ピラミッドはまだまだ拡張が足りて

いないというか、始まってもいないと認識することができました。 

 

改めて、目標について考え、多くの"とにかくやりたいこと"を思いつくき

っかけとなったことは私にとって大きな価値でした。意識が以前よりも将

来に向けられた気がしております。またインプット不足も同様に気付かさ

れ、私にとっては、良い意味で、将来への不安をガソリンに転換できる音

源でした。 

 

いつも良質な音源をありがとうございます。  

（五島 克英 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

私にとっては、まずは、ヘビロテして、自分に勇気をいただくために聞

き、その後、目標に向かって行動しつつも、困ったときに聞いたり、目標

を考え直すときに聞いたり、そんな音源になると感じています。  

目標設定音源を聞いて、目標を立てて、日記音源を聞いて、日々、時々刻々日記

を書いている私ですが、 

 

日々の、時々刻々の行動を起こすのは自分であり、その行動の結果を引き受ける

のも自分であることを無視してしまい、今日くらいはいいか・・・と、無意識に

楽な方へと・・・そして、後悔し、自尊心を傷つけるのことが多々あります。 

（主に youtube のおすすめ動画・・・） 

 

また、日々の、時々刻々の行動のあとに、この行動って、目標に紐付いていたの

かな？第 2 領域なのか？と悶々とすることもあります。 

（本を読んだときが多いです。自分で選んで読んだのに・・・）。 

 

とる行動やとった行動と、being 目標とが紐付いているのか、と考えられていな

い（無意識に目を背けている？）のかなと思っていました。 

 

そんな私が、今回ピラミッド音源を聞いて感じたことは、 

 

あ～、鮒谷さんが言っている NG な事例、俺も同じだわ・・・ 

being 目標を自分の真の想いに沿って立てられていないのではない

か・・・不安・・・ 

being 目標に沿った生活をできていない（幸せを逃している）なぁ・・・ 

 

でした。しかし、 

 

being 目標は常に見直せ！ここ間違ったら、目も当てられないぞ！ 

being 目標に沿った生活をしていない自分は軌道修正できるんだよ！ 

そのためには、こうやるんだよ！ 

無意識に負けるな！うまく使え！ 

 

とも気付かせていただいた（勇気をいただいだ）音源だと感じています。 

 

メルマガで鮒谷さんが書かれていた通り、知識・スキルをご提供いただく音源で

はないと感じました。1 度聞いただけでわかった、という気は全くしなくて、何

度も聞かないと腹落ちしない音源だな、と思いました。 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 
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ピラミッドを上り下りするための言葉、ピラミッドを上下へ横へ大きくするため

の言葉（≒目標&行動）がないと正直イメージつかない、そんな音源である印象

です。 

 

私にとっては、まずは、ヘビロテして、自分に勇気をいただくために聞

き、その後、目標に向かって行動しつつも、困ったときに聞いたり、目標

を考え直すときに聞いたり、そんな音源になると感じています。 

 

この度もありがとうございました。  

（Ｍ．Ｙ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 
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今回の音源は、目標音源を聞いて目標をたてたものの、なんかしっくりこ

ず日々の行動におとせない、または落とせても、なかなか行動できない自

分にぴったりとはまった音源でした。  

今回の音源は、目標音源を聞いて目標をたてたものの、なんかしっくりこ

ず日々の行動におとせない、または落とせても、なかなか行動できない自

分にぴったりとはまった音源でした。 

 

特に、Being の目標は、欲望や危機感といった自分の感情が大きく揺れるものを

基盤にする。そして、それを頂点としてピラミッドの裾野を広げるように、抽象

と具体を繰り返しながら日々の行動に落とし込めたときに、その行動全てが、自

身の Being につながるからこそ喜びがうまれてくるというくだりはとても腑に落

ちるものでした。 

 

また、後半の音声は、ぴりっと辛味の効いた内容で気合が入るものでし

た。 

 

今回も素晴らしい音声をありがとうございました。  

（Ｔ．Ｙ さま） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 
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透き通った中にも細かな線や形、輝きを放つガラスのピラミッドを作って

行きたいと思います。  

目標を立てても行動できない理由が自分一人になると行動が出来なくなってしま

う。目標ピラミッドの下部部分の TODO が足りないため何を行動すべきか分か

らなくなり行動力が無くなってしまう。 

 

自分で目標を立てた約束の結果を出すには気が入っていないとダメ。 

気とは情熱であり感情であるがその自分の内発的な動機や感情で動く TODO を

の数を増やす。何のためにそれをやっているのか。自分は何者でありたいのか。

ガラスの床の話からヒントをもらいました。 

 

例えるならばガラス細工を作ることと同じだと思いました。 

形状＝（目標）考えたら炉でガラスを溶かす溶かしたガラスに息を吹き込む管を

付けて熱く溶けた状態から自分の息を吹き込み形にしていく。（意思や感情を行

動にしていく） 

 

すぐに形状を作っていかなければ固まってしまうので休むことなく息（意思）を

吹き込む行動をして形を整えていく。冷めかけてくると固まってしまうのでまた

熱い炉（何のためにそれをやっているのかの情熱）に入れて吹き入れ形を作る。 

 

意思決定をしてすぐに行動をしなければ後からやろうと思ってもガラス（感情や

熱量）が冷めて固まってしまい何も生まれない。常に息を吹きいれ（手数を打

つ）小さな成功を積み重ねる。と再認識させられました。 

もう一度自分はどうなりたいのか。being 目標を見直します。 

 

TODO が足りないため行動に移して行きたいと思います。 

大目標、中目標、小目標と考えをピラミッド状に目標を下ろしていく。 

梯子を行ったり来たりとして目標や行動を確認して再度手数を打つ。 

気づき→決断→行動→結果として小さなタスクを手数を打ち続けていく。 

 

透き通った中にも細かな線や形、輝きを放つガラスのピラミッドを作って

行きたいと思います。  

（Ｋ．Ｓ 様） 
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もうしばらく、この音源、じっくりと聞いてみたいと思います。  

今回は、ピラミッド音源のリリースありがとうございました。なかなか、深遠で

難解なこの音源、原則 1 週間で感想を書くのは厳しいところがありますが、以下

の様ににドラフトいたしました。内容の確認をお願いします。 

 

動ける人と、動けない人の違いはなにか、ということについて、今回の音源で

は、その人が思考のピラミッドを持っているかどうかだ、、ということを喝破し

ました。思考のピラミッド、それは、最上位の目標、中間目標、アクションリス

ト、タスクリスト（下位目標）と下にいくにつれて分岐している思考様式を指し

ています。これが、強固に築けており、上から下まで矛盾なく、稠密にできてい

る人は結構動ける。というのは、下部のアクションリストやタスクリストに魂が

こもるので迷いなく動ける。逆に、思考のピラミッドが弱いと、大目標だけが宙

に浮いてしまったり、個々のアクションやタスクをやる意義がわからなくなり、

打ち込めなかったりする。このピラミッドの上部と下部は、上部が why 下部が

how というようにも色分けができるようです。まず、why つまり自分にとって

それをする理由が明確でないと、how をする、もしくは、考えるための力がで

ない。なので、why を強固にすることが大切だ、ということです。また、why

を見つけるには、制約条件を全部はずした状態でやる必要があって、さもない

と、why の中に should や must が混じり力が出ない、ということです。 

 

ちなみに、上記の思考のピラミッドはお金を稼ぐことでも同じことが言えて、と

いうのは、なぜ、いくらお金がほしいか、明確に自覚できないと、なかなか、お

金を追うための行動がとれない、ということのようでした。 

 

この音源を受けて、自分がしよう、と思ったことは、自分の中の思考のピラミッ

ドの見直し、ということです。自分のもっている大目標はなんのか、もちろん、

目標やビジョンは常々立てているのですが、もう 1 回ゼロベースで考えてみる。

そこから、徐々に中間目標やのアクションリスト、タスクリストを見直そう、と

いうように考えているところです。 

 

もうしばらく、この音源、じっくりと聞いてみたいと思います。今回もあ

りがとうございました！  

（公認会計士 Ｋ．Ｆ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

いつも素晴らしい音源をご提供くださりありがとうございます。  

いつもお世話になっております。 

また、いつも素晴らしい音源をご提供くださりありがとうございます。 

思考のピラミッド音源を聴いた感想をお送りいたします。 

 

富士山の頂上のように自分の定めた大目標がどこからでもその姿が確認できるよ

うな揺るぎないものであったなら、自分が目指すべき到達点は明確であり、ただ

そこを目指して前に進むだけのはずです。 

 

音源の中でも、一つ一つの局地戦での勝利の積み重ねが戦争全体(戦略、大目標)

の勝利に繋がるのだと言われていましたが、大目標に到達するために個々のタス

クを楽しみながら一つ一つ解決していければ、自ずと大きな目標も達成できるの

でしょう。しかし、本気で取り組まなければ、実際には個々のタスクに勝利して

いくことすら難しくなることは明白です。 

 

大目標を達成するためには、必要な具体的なタスクに落とし込み、あとは実行と

修正(改善)を愚直に繰り返しながら目標達成まで継続し続けること。その結果と

して、何層にも塗り重ねられた漆塗りの器のように、少々のことではビクともし

ない一生ものの考え方や生き方が手に入れられるようになることを改めて認識し

ました。 

 

ありがとうございました。  

（Ｈ．Ｋ 様） 
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「今、聞いておいてよかった」「後になって知ったら、聞いていたらと思

うとゾッとする」音源と言えます。  

「気付いたことや深く学んだこと」 

●気づいたこと 

 

・自分が、これまでいかに行き当たりばったりで行動していたか。 

・自身の行動目的がピラミッドの底辺・あるいはそれ以下の場所をさまよってい

たか。 

 

●深く学んだこと 

 

・自身の日常の行動がピラミッドの頂点の Being に紐付いている事の大切さ 

・本能に基づいた行動は成り行き任せ・行き当たりばったりとなり、結局は成果

を生み出さないものとなる。 

・自身の心震える感情から産れた目標は、行動に移しやすく結果にもつながる。 

 

●「特に印象に残ったこと」 

 

・ピラミッドの例えと震災時の生理現象の話。 

・発生し得る事が想像できる事象を「正常化バイアス」によって、都合よく見な

い 

・無きものとする事の恐ろしさ 

 

●「今後活用できると思ったこと」 

 

・自分の日常業務と私生活全ての場面で「ピラミッドの思考法」が活用できる 

・日常より、その行動の目的 

・得られる成果は？ゴールは？を検証する 

・事前準備の大切さ。 

 

●即日「決意したこと」→「これから行動しようと思うこと」 

・勇気をもって、自身の生き残りのために「正常化バイアス」「甘い考え」は捨

てる。 

 

・都合のよくないこと、痛みを伴うもの、目を背けたいこと、 

 理由をつけて逃げている事など後になって痛みを? 伴い後悔して 

 自尊心が毀損されることが想像できることに対して向き合い、解決策を探し実
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行する。 

 

・「逃げ道は前にしかない」事を脳に刻み、発生した事案への事後対応から、 

 発生が予想される事案への 予防対応に取り組むやり方に変更していく。 

 

・1 つ 1 つの行動に魂を入れてかつ Being 目標に繋がっているかを 1 日何回と

なくチェックする 

 

・自分の行動を変えるために、行動の「優先順位」を変えていく 

 

・「何て言ったらいいんだろう」と周囲が困っている事象・課題の言語化に取り

組む 

 

●「これまでに参加・購入した他のセミナー（音源）との違い」 

 

・比較対象の類なき全くのオリジナル音源である。 

・言葉の深さと分かりやすさは断トツではないでしょうか？ 

 

●「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」 

 

・「今、聞いておいてよかった」 

 「後になって知ったら、聞いていたらと思うとゾッとする」音源と言え

ます。 

 

・思い切って「自己投資」と思って購入されたら如何でしょうか？ 

 

以上、よろしくお願い致します。  

（河野徹 様） 
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北極星となるような目標設定をし、感情を紐づけて、具体・抽象の階段を

上り下りし、自分のピラミッドを作り、「こうしてけばよかった」となら

ないよう後悔しない意思決定、行動を積み重ねていきます。  

いつも貴重な学びをいただき、ありがとうございます。 

今回の音源を聴かせていただき、感じたこと考えたことを書かせていただきま

す。 

 

自分は being 目標が本当に心からこうなりたいというものとなっておらず、これ

までの自分、今の自分を肯定するためのようなものとなってしまっており、これ

ではいけないと感じました。 

 

改めて考えなおすと being 目標にこうでなければいけないという must、

should が沢山埋もれていて、感情が紐づいておらず、具体的な doing 目標、

having 目標が増えずに行動も変わっていないことがよくわかりました。 

 

北極星となるような目標設定をし、感情を紐づけて、具体・抽象の階段を

上り下りし、自分のピラミッドを作り、「こうしてけばよかった」となら

ないよう後悔しない意思決定、行動を積み重ねていきます。 

 

ありがとうございました。  

（Ｙ．Ｈ 様） 
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今回の音源はまさにピンポイントでした。  

目標設定 3 部作・物語音源・日記音源等様々な音源を購入させていただいており

ます。 

 

しかし、先日のメルマガで紹介されていた感想にもありましたが、目標は

「being」「doing」「having」の 3 層構造になっており、その下に「時々刻々

の記」で記載する「日々の気づき」が存在する 4 層構造と理解していました。 

 

そのため、「being」目標から「時々刻々の記」までの一連の流れや関係性につ

いては正しく理解できておらず、「being」目標を設定し、それらを日々お題目

のように考え「時々刻々の記」として気づいたことを書いていれば、行動の変

化・変容がもたらされるものだと考えておりました。 

 

ですので、今回の音源はまさにピンポイントでした。 

（私個人の邪推としては、鮒谷様もコンサルで行われていることのため、意図的

に発売をされておらず、コンサルを受けないと聞けないものだと思っていまし

た・・・） 

 

日記放談会で「時々刻々の記を記載することで、being 目標を思い出し、それが

強固になる・・・」とおっしゃっていましたが、関係性を理解していなかったた

め、 

 

「（自分はまだ目標の確信にまで至っていないが）目標の実現を確信したとして

も、果たして逆算思考が働き、行動に落ちるものなのか？」 

「日々の気づきを記載する時々刻々の記を書いていて、なぜ being 目標を思い出

すことになるのか？」 

 

と思っておりました。 

 

今回の音声で一気通貫ということを理解したこと、改めて感情を動かす

「being」目標、それに紐づいた形での「doing」目標・「having」目標の設

定、それらを踏まえた抽象・具体の繰り返しにより、ピラミッドの精度を高める

ことについて納得できるようになりました。 

 

この音声を聞く前は、 

 

「行動レベルで実行可能な「フォーマット」がないと細かなことが良くわからな
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いんだよな・・・」 

 

と思っていましたが、基本の形や肝心な部分さえ守れば、自分でフォーマットを

作りながらやっていけばよいかなと思えるようにもなりました。（何かの音源で

おっしゃっていた、「流儀は人それぞれ」というのも納得しました） 

 

「being」目標は叶うはずのないレベルの北極星的な目標とし、それを基にお

金、人脈、スキルなどに分類し、それらから個別具体的な形(「doing」目標

「having」目標)に落とし込んでいく。 

 

経営理念→中期経営計画→単年度計画のようなピラミッドが構築され、随時、行

ったり来たりするように計画を緻密に編んでいく行為とイメージできます。 

 

今まではこの繋がりがいまいち体感として理解できていませんでしたが、（各階

層の接続の仕方が気持ち悪かった）それぞれを上のように考えることで理解が進

みました。 

 

また、やるにはおれない状態になるために、感情を動かすことの重要性が分かっ

てきた次第です。 

 

目標を改めて見直し、「must」「should」をなくし、日々の行動が「being」

に繋ぐようにしていきたいと思います。  

（Ｔ．Ｔ 様） 
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鮒谷さんスタンダードパックを自分の中にインストールしその思考の OS

を取り入れ活用できるようにこの感想を書いた後でも、まだまだリピート

していきます。  

鮒谷さん 

スタッフの皆さん 

 

Ｓです、いつもお世話になっています。 

ピラミッド音源の感想を送らさせて頂きます。 

 

「自分の中のピラミッドを持っていますか？作っていますか？大きくしようとし

ていますか？」 

 

鮒谷さんがこのような問を投げかけてきました。 

 

目標設定等で Being Doing Having は語られていましたが自分は単語が３つだ

から単純に 3 階建てのように考えてしまっていました。 

 

今回は鮒谷さんの超具体的なトイレットペーパー等のお話を聞いて一流の考え方

はそんなことでも Being 目標と紐付いているのか！とピラミッドの考え方が見え

てきました。ほとんどの人は凝固剤とか今買わないと買わないとお話していまし

たがすごく心当たりがあります。自分もかつて災害があった年に、何かあった時

に困ると非常用簡易トイレなどを調べて、amazon の欲しい物リストに入れまし

た。いつか買おうと思ったまま、それは今も欲しい物リストにあったのです。単

に今必要ない物にお金を出すのは...と懐事情的な問題かと思っていましたが実際

はそんな低レベルではなく、問題はもっと上にあったとピラミッド音源を聞いて

なぜ買わないのかが理解できました。 

 

鮒谷さんは Being 目標から降りてきた結果、行動するからすぐ動く対する自分は

災害で何かあったら困るよねという階層にワープしてきている。ワープしてきた

場所には上に繋がるハシゴがなく簡易トイレや備蓄を購入するという下に降りる

ハシゴ一つしかない。2 階層しかないので Being 目標からの強い動機付けがなく

まぁ、いつか欲しいな～いつか買おうで終わってしまう。仮にハシゴで降りて簡

易トイレを買ったとしてもその 2 階層で完結してしまうので縦の広がりも横の広

がりもないので他に活かせない。 

 

機嫌よくといったようなピラミッドから降りてきたものならばこうした備蓄だけ

でなく、どうすれば機嫌よく生きられるかとあらゆる考え方、行動の全てが目標
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に向けて一気通貫になっていくそう考えたら Being Doing Having の 3 階建て

なんてとても思えなくなり超巨大なピラミッドがバーチャルで出来上がると理解

できました。そして鮒谷さんは凝固剤ゲットすると、目標に近づいたと喜ぶと言

っていました。 

 

これは超巨大なピラミッドを持っていないとできない考え方です。仮に普通の人

が凝固剤を買ったとしたらいつか使うかもしれないとは買ったものの単に災害が

来たら困りますよね！？という階層にワープさせられて買ったものですからそこ

に喜びとかは無いわけです。いつか使うだろうと仕舞って、いざ必要な時にはど

こに仕舞ったっけ？という事になりかねません。それがピラミッドの大目標から

降りてきた結果の行動であれば凝固剤を買った事は Being 目標と紐付いているの

でたとえそれが些細な末端の行動だったとしてもピラミッドを構成する 1 ピース

を手に入れた結果になるので喜べるのは当然です。果たして自分は日常生活でそ

うした喜びを見出しているだろうか...？そう考えた時に、自分の中に超巨大なピ

ラミッドを持っていないと気付かされました。 

 

定性的な目標と定量的な目標、そして北極星など今まで言葉は渡してもらってい

たものの北極星は目指し続ける目標として必要とわかっていましたがどうしても

北極星と聞くと実際のイメージとして空の上にあるから大地と空と星、分離した

階層イメージに自分の中でなってしまっていました。 今回のピラミッドは大目

標からトップダウンで細かな問いが生まれていき最下部はとてつもない広がりを

見せるイメージがわかりやすくなりました。 

 

守銭奴じゃないとお金を稼ぐことはできない直近、鮒谷さんのメルマガを取った

人は守銭奴だと思うかもしれないと言っていましたが確かに音源の販売で押し押

しの売り売りかもしれません。 

 

しかし、鮒谷さんのスタンダード言語パックを取り入れたら超巨大なピラ

ミッドの為にはお金いるよねと理解が進むはずです。むしろ自分も目標に

対して真剣な守銭奴になりたいと思うはず。どうして自分は行動ができな

いのか日常に流されてしまうのかメルマガを読んでいる人も、音源を聞い

たことある人もどうして自分は身体が動かないのかとなってしまう人は自

分以外にもいると思います。 

 

ピラミッドは末端の行動でも、超巨大なピラミッドを形成する一部だと教えてく

れます。そして超巨大なピラミッドになれば、日常という水流には流されないは

ずです。そして自分自身がもっと自分に対して真剣になる必要があります。動け

ないのはまだまだ臨場感ある高等なフィクションの中に生きていません。どこか

第三者目線で、今の平和な生活が続くだろうと心の奥底で思ってしまっているは
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ずです。 

 

自分のように Being Doing Having3 階建てという考えでは日常という水流に簡

単に流され気付けば低級なフィクションに脳が浸されていたという事も珍しくな

いはずです。自分の理想の人生はどんな状態なのか大目標を明確にし Being 目標

から Having 目標、Doing 目標へピラミッド状に目標を下ろしていくそしてちょ

っとやそっとの日常という水流では流されない超巨大な思考のバーチャルピラミ

ッドを建設していくピラミッド音源は思考のピラミッドの頂点から裾野を広げる

考え方がトイレットペーパーのような超具体的な例もありわかりやすかったで

す。 

 

今行っている行動は些細な事でもピラミッドの頂点から降りてきていると意識で

きれば未来に繋がることしかしないとか、Being を目指した行動しかしないと意

思決定基準がハッキリし、何の未来にも繋がらないような行動を抑制できると思

いました。鮒谷さんスタンダードパックを自分の中にインストールしその

思考の OS を取り入れ活用できるようにこの感想を書いた後でも、まだま

だリピートしていきます。 

 

ありがとうございました。  

（Ｎ．Ｓ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

今回の音源は今までの音源をつなぐ通論となるようなものであり、気付く

点が多くありました。 

今回の音源は今までの音源をつなぐ通論となるようなものであり、気付く

点が多くありました。 

 

中でも気づかされたのは、being 目標と doing 目標は直結しており、

doing(Todo)の達成＝being の部分的達成がその瞬間になされている。逆に言え

ば、具体的な行動は抽象的な目標から考え抜かれた思考の結果でなければいけな

い。ということでしょうか。 

 

今までは日々の行動(doing)に関しては日々の積み重ね、ドラクエ風に言えばレ

ベル上げの為の経験値稼ぎだと捉えていました。 

 

もちろんそういった面を否定されているわけではないでしょうが、行動＝目標の

具現化が即繋がっている認識を今まで捉えていなかったので新たな気づきになり

ました。 

 

ここで大事なのが鮒谷さんが仰っているガラスの床を突き破る作業だと感じてい

ます。今回の表現だと床を踏み破る。ですね。ここがしっかり繋がっていないか

らモチベーションが湧かない。ここが今回得られた重要な気づきでした。 

 

他の音源（質疑応答編でしたでしょうか）でも目標と行動は繋がっていなければ

いけない。と発言されていたのがやっと自身の中で繋がった気がします。質問者

の方は、これこれ。といった反応をされていたので音源購入前から分かっていた

ことではありますが、私の行動レベルがまだまだ。と感じた部分でもありまし

た。 

 

もう一つ忘れないようにしようと思ったのが、（特に私の様な初心者が）始めか

ら美しい計画を立ててはならない。という事です。もちろん、スジが悪い。致命

傷となることはやってはいけないのでしょうが、今回の音源を聞いて、完成した

ピラミッド（システム）は完成したからこそ美しいのであって、その過程には泥

臭い。また結果としては無駄な作業も当然大量に含まれるのだ。おぼろげです

が、こんなイメージで捉えました。 

 

となると大量リストを持っていない私はまだまだスタートラインにも立っていな

い 

ってことですね。 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

まずは小さなピラミッドでも良いので建ててみないと。 

今回も多くの気づきをありがとうございました。  

（Ｓ．Ｈ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

現在 3 回目を聞き終わったところですが、非常にワクワクしている自分が

います。  

この度も貴重な音源の販売をありがとうございました。 

 

現在 3 回目を聞き終わったところですが、非常にワクワクしている自分が

います。 

 

というのは、Being Doing Having を整理して、それに紐付く行動をしていたつ

もりなのですが、何かフラストレーションが溜まる日々を送っていました。ま

た、行動が継続できない、習慣化できない自分がいました。そして、そういう自

分に自尊心を毀損し、なおさら大量行動につながらないという自分がいました。

悪循環の典型ですね。 

 

しかし音源を 3 回聞いて、Being という戦略から一気通貫で戦術へ、そして具

体的な日々の思考・行動まで落とし込むことで、全てが将来の Being の実現に向

けてつながると言うことをこんこんと説明いただいたので、今の自分は非常にワ

クワクしています。 

 

まだ一気通貫で整理はできていないのですが。。。 

 

この土日に時間をとって、一気通貫で整理し直し、改めてビーイングの実現に向

けてワクワクしながら進んでいきたいと思います。 

 

このたびも、貴重な音源をありがとうございました。  

（医薬品会社勤務 Ｍ．Ｆ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

大きな課題をいただきました。  

今回の音源は、難解であると感じました。 

 

分かる所は、とても具体的で分かる。 

しかし、分からないところは、まるで分からない。 

 

「聞く人を選ぶ」と言われましたが、まさにその通りなのかと。 

 

日常のありふれた行動 

北極星 

 

これを埋めるピースをいかに用意するか。 

 

いえ、これは、ジグゾーパズルのようなものではないと感じています。 

 

頂点と底辺をいかに形成するか？ 

その設計図を書くことが試されているのか。 

 

自分の頭に浮かばない。 

自分の腹に落ちない。 

 

これは、自分の思考レベルが低い、あるいは足りないからでしょう。 

 

音源を復習して、腑に落ちるところまでいかなければなりません。 

 

北極星と日常行動の間に優先順位をつけた第二領域を入れていく。 

そういう思考を日々繰り返して、習慣にしないといけないのでしょう。 

 

大きな課題をいただきました。 

 

ありがとうございます。  

（とのやまクリニック 院長 殿山勇次 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

   

突き抜けた感がなく悶々としていたところに「魂のこもっていない、ホコ

リを被った社是のごとくな目標」と見て、これだ！と思い購入にいたりま

した。  

目標設定、日記音源を聞きそれなりに過ごしてきたことで、数年前に立て

た目標は、年収、人との出会いなど明らかにレベルアップして、なんとな

くいいかんじに過ごしてはいました。 

 

けれどもどうにも使いこなせていないというか、突き抜けた感がなく悶々

としていたところに「魂のこもっていない、ホコリを被った社是のごとく

な目標」と見て、これだ！と思い購入にいたりました。 

 

ピラミッドの具体的な作り方、「how.what で梯子を降りて、why で登る」

に、なるほど！と思いました。 

 

最下層のアクションリストになると、want だった目標が have to になってしま

い、盛り上がりに欠けてついつい先延ばしして実行せず、忘れる。。というサイ

クルになるのをもどかしく、それこそ自尊心が毀損されていました。 

 

アクションリストだけを見るのではなく、梯子の登り下りで地味なアクションに

も意味を持たせることが必要なんですね。というのが今回の大きな学びでした！ 

 

まだ 1 回しか聞いていないので、繰り返し聞いて鮒谷さんのピラミッドをインス

トールし、そこから守破離していきます。  

（社労士 Ｋ 様） 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

私的には思考のピラミッド音源・下巻１の初めから 25 分ぐらいまでのま

とめがとてもわかりやすくスッキリしました。  

自分の Being から考えると今の状況ならこのような行動をとるはずなの

になぜ行動しないのか？と考えてました。ひょっとしたら Being が違うん

じゃないか？もっと上の階層にあるものが Being じゃないか？と思い、目

標、日記の音源を聴き直してました。 

 

すると 4/11 のメルマガで「理想の人生は固定的に設定すべきもの」ではなく

「柔軟に変更可」といっていただき、やっぱり作り直そうと思い今回の音源を購

入しました。 

 

私的には思考のピラミッド音源・下巻１の初めから 25 分ぐらいまでのま

とめがとてもわかりやすくスッキリしました。古いピラミッドは捨てて新し

いピラミッドを作り直しました。そして後は行動するですね。いいから、やれよ

ですね。 

 

いいタイミングでいい音源をありがとうございました！  

（Ｋ．Ｉ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

今回のご説明で私自身は、身近な気づきから、具体抽象の昇り降りができ

るし実際に、無意識ながらも抽象と具体・個別の階段を行き来しているこ

とが理解できました。  

鮒谷さま 

いつもお世話になっております。 

 

3 月の年間プログラムでは毎度ながらお世話になりありがとうございます。 

印象に残ったことを書いていきます。 

 

【思考のピラミッド】をどのように作っていくのか？ 

 

抽象と具体・個別の昇り降りについてお伺いしました。 

今回はコロナウイルスに絡めてお話いただきましたが抽象と具体・個別の間の中

間が大事だということ教わりました。 

 

今回のトイレットペーパー問題から防災へのお話。 

なぜ鮒谷さんはトイレットペーパーを事前にご用意されたのか？ 

（この時に必ず、感情が動いているからです！） 

感情が動いたときにさらに気づきを獲て、行動が増えていきます！ 

（一直線上の先には、機嫌よく生きるためにはがあるということでした） 

 

（※また意思決定をするためには、行方不明にしてはいけないこと！！でした。 

私は意思決定から実行までによく行方不明にしています。お話からハッと目が覚

めました） 

 

鮒谷さんが毎日・何個・何十個の意思決定の数をされていますが 

今回の鮒谷さんの意思決定のおっしゃっていることが理解できました。 

（私の中で無意識に「難しいこと」だと思い込んでいましたが、実際に具体例を

挙げてくださいまして、私は毎日意思決定をたくさん行っているわ！と気づきま

した） 

 

●裾野を広げていきますと、膨大な目標がうまれます。 

具体に下ろしていきますと、確かに目標が生まれますね。 

 

●小さな意思決定が大きな意思決定に繋がっていくのはよくわかりました。 

意思決定が増えていくのは必須だと思いました。 

 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

自分の中の具体抽象の言葉は「抽象＝難しい」という言葉を回していたの

だと思います。 

私には遠い世界で、苦手分野だと思い込んでいました。でも、実際はそう

ではないのだけど、「言葉」という悪い意味でいう呪いに引っ張られてい

たということがようやく心でわかりました。 

 

今回のご説明で私自身は、身近な気づきから、具体抽象の昇り降りができ

るし実際に、無意識ながらも抽象と具体・個別の階段を行き来しているこ

とが理解できました。 

 

●意思決定の基準！が意思決定をするにしても言語が必要です。 

 

鮒谷さんは、言語体系のベーシックパックをお渡しくださっています。 

（はじめから言語を作り出すことが不可能で、言語パッケージが必要です。 

ベーシックパックにもさまざまな種類があることに気がつき意識的に？（いや無

意識でしたが・・・）鮒谷さんのベーシックパックをご購入させていただき、幸

運だったと今思うことができました） 

 

ベーシックパックをインストールをしていきますと稠密度が増してきます。 

そして、気づきが大量に増えていきます（１を聞いて１０を知る） →梯子の昇

り降りができます → 創造性が生まれてきます → 期待値を上回り続けてきま 

す。（守破離に繋がっていきます） 

 

ベーシックパックをインストールをしないと、確かに言葉が選べないのでベーシ

ックパックのありがたみを感じております。 

 

●「一人一人、文明に対してどこに役割を果たしているのか？」に対しての問い

を立ててみましょう！（北極星の近いところ） 

 

一隅を強烈に照らすには、どこの部分か？ 

人生の中で全く考えなかったことです。 

文明に対してとは・・・。奥が深いですが、言語を持つことによって違う世界が

見える気がしますので真剣に考えていきます。 

 

●ピラミッドはアウフヘーベン 

矛盾解消するために、間に言葉が入ります。 

その繰り返しによって、思考のピラミッドが強化されるのですね。 

 

●目標の再設定のお話もいただきました。 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

中間目標・小目標を立てておく必要があります。（梯子を下りていく） 

目標の立て方の見直す時期だと考えて、目標を設定を立てていきます。 

 

簡単ですが以上になります。 

 

音声で復習しましたが、今回は聞き逃していたところがたくさんありました。 

ノートを見ながら復習しましたので、脳の定着化に向けて再度音声で復習してい

きます。 

 

いつもありがとうございます。 

次回も何卒よろしくお願い申し上げます。  

（Ｋ．Ｙ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

素晴らしい気づきをありがとうございます。  

今回の音源も楽しく聴かせていただきました。 

目的、目標に紐づく to do をただひたすらにやっていく、というところは本当に

大切だなと再認識いたしました。 

 

why と how を使って梯子の上り下りをし、大目標から日々の to do まで一貫性

を通すことができるようになれば、幸せな毎日になるだろうな、と思いました。 

 

私も鮒谷さんと出会ってから、その作業を日々繰り返しているつもりでしたが、

今回の音源を聴いて、まだまだ詰め切れていない、甘い部分がたくさんあるなと

感じましたので、引き続き梯子の上り下りを継続していこうと思いました。 

 

素晴らしい気づきをありがとうございます。 

引き続きよろしくお願いいたします！  

 （Ｙ．Ｉ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

自分では、目標に向けて行動をしているつもりでしたが、改めて言葉に結

びつけてやると効果が変わり自然と目標に近づくのでとても楽しいです。  

今回、新型コロナウイルス、パンデミックの中で自分もどうなるか解らない最悪

の事を考える不安がある。 

 

先日音源を購入したばかりで数回しか聴いておらず、迷ったが先の見えない世の

中後悔したくない気持ちで「ポチ」思考のピラミッドの音源を聴き、前の「人生

は、時間の天引きからしか変えれない」の音源とは、別の形、別の角度で

擦り込み、漆塗り効果抜群！「買ってよかった」と思いながら決断をした

自分を自分で褒めています。 

 

投資したので必ず回収(回収は、目標達成)自分では、目標に向けて行動をして

いるつもりでしたが、改めて言葉に結びつけてやると効果が変わり自然と

目標に近づくのでとても楽しいです。やる事が沢山あり幸せ！ 

 

今回の音源を聴き以下の 6 つがとても為になりました。後は自分の中に落とし

て、今以上に行動するのみ、やりたい感情満タンですので行動しない理由は、あ

りません。 

 

良い音源ありがとうございました。 

 

○ピラミッド構造細かいものを拾って行く、行動の量、スピードが上がって行

く。失敗すれば辞めればいい。 

 

○being 目標→僕も考えていましたが「北極星」の言語化解りやすい。 

 

○徳を積む→もっと理解必要 

 

○何度もチャレンジして必ず成功の連鎖の経験をしたいです。(※ぷよぷよ状態、

壊して、連鎖を待つ)その為には、チャレンジし続けます。 

 

○やりたい感情になる。 

 

○お金のことばかり考えている、「守銭奴と言われても構わない」  

（Ｍ．Ｓ 様） 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 
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ビーイング目標を個別具体レベルまで下ろして思索を深めていく事によっ

て、To do リストで一杯になるはずだ、という発想がこれまで自分には乏

しかったので、新鮮な気づきになりました。  

ビーイング目標を個別具体レベルまで下ろして思索を深めていく事によっ

て、To do リストで一杯になるはずだ、という発想がこれまで自分には乏

しかったので、新鮮な気づきになりました。 

 

また、それらに感情が紐付いている事によって、やらずには居られない状態とな

り、それらひとつひとつの課題に着手実行完了していく過程で幸福感に満たされ

ていく、という事も、なるほど確かにその通りだと納得しました。これら一連の

作業を進めていく事で、自ずと様々な具体的課題が多数炙り出され、行動量が増

加していく事になるのだと認識、腹落ちした次第です。 

 

また、ピラミッド思考と聞いて、その昔、大学院の「Critical thinking」という

科目の授業で、Barbara Minto 著「Piramid Principle 」を課題図書として読

み、学んだ事を思い出しました。時間があれば復習してみたいと思います。 

ありがとうございました！  

（Ｙ．Ｔ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 
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聞き応えがあり、音源をダウンロードして、繰り返し聞きたい内容でし

た。  

午前中は、ほぼすべてに渡って、「ピラミッドの話」であったと、個人的には認

識しております。ピラミッドの頂点に「幸せであること」があり、それを支える

土台は、抽象具体さまざまなレベルで、複雑に絡み合っている。幸せになる、幸

せである、というのが究極的な Being 目標であって、では自分にとって「幸せ」

とは何なのか？その定義探しをしていくのが、日々の日記なのだろうなと。目標

も、日記も、物語も、ビジネスも、タイムマネジメントも、セールスも、ライテ

ィングも、マーケティングも、究極的には、個々人にとっての「幸せ」をつかみ

取るための手段に過ぎない。そういったお話であると、私は理解しました。 

 

相当難しいと感じつつも、聞き応えがあり、音源をダウンロードして、繰り

返し聞きたい内容でした。なんとなく聞いていたのでは、午前中の話は、理解

できない。鮒谷メルマガ歴 10 年の私がそう思ったので、おそらく多くの人にと

っては、それ以上に難しく感じたのでは？（私の理解力のなさに起因する面も多

分にあるとは思いますが汗） 

 

印象的だったのは、鮒谷さんがどんな質問を受けても、「頭の中に常に思考のピ

ラミッドが思い浮かんで、聞いている話はどの辺りの話なのか、瞬時に分かる」

と仰っていたことです。これ、私の場合は、会計ルールに当てはめると腑に落ち

ました。 

 

私の頭の中には、会計ルールのピラミッドができあがっているので、受講生から

質問されても、どの辺りのどの論点の話なのかが、三次元的に見えるんですよ

ね。さらに、会計ルールの歴史的な変遷も分かっているので、それも踏まえれ

ば、四次元的な理解もできていることになります。鮒谷さんは、人生という、

非常に抽象的なことに対しても、四次元的に捉えられているのかと思う

と、まさに格が違いすぎる、圧巻だ、と驚嘆するのみでした。 

 

もう１つは、「文明に対してどういう立ち位置を取るか」ということを、鮒谷さ

んの口から聞いたことです。痺れました。そういう観点で人生を歩んでいる人

が、本当にいるのかと。「致知」を読んでいるので、一隅を照らす生き方、とい

うのは知ってはいましたが、改めて、それを実践できているのか？身体知化でき

ているか？と考え直さざるを得ません。今後ともよろしくお願いいたします。  

（Ｔ．Ｏ 様） 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「思考のピラミッド」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/0c54e3f9/ 

 

 

 

  

 

 

あなた様の 

 

鮒谷周史の、 

圧巻！思考のピラミッドを拡張＆精緻化し、 

自信と一貫性を持って機嫌よく生きる法音源 

 

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/0c54e3f9/ 

 


