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 【鮒谷周史の、圧巻！ 

 

「卓越のコミュニケーション戦略＆ 

プラットフォーム構築」 

 

で、わらしべ長者になる！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 
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音源を聞いた後の高揚感もさることながら、本音源には今後の仕事に活か

すことができる極めて大切な学び・気づきがありました。平成進化論の裏

の仕組みをここまで開示して頂いたのであれば、あとは自分のビジネスに

応用させ、実践するだけだな、という印象です。 

今回の音源、控えめに言って最高でした。 

一言で言うならば、平成進化論を平成進化論たらしめている本質的な理由に

ついて述べられている音源だと考えています。 

 

音源を聞くことで、「ああ、だから今の平成進化論があるのか。」という小説

を読み終えた読後感のような感覚をおぼえました。 

 

本音源は、いつもより、更に、更に、熱く語られていたと理解しております

が、それはひとえに、本音源が平成進化論と表裏一体だからだと考えていま

す。違う表現をすると、平成進化論が「家」として、本音源はその「土台」

というイメージです。（分かりづらいですかね汗） 

 

平成進化論という、豪邸を建てるには、ここまで徹底して土台を築いたから

なんだ！という熱いメッセージが本音源に詰まっていると感じました。 

 

また、音源を聞いた後の高揚感もさることながら、本音源には今後の仕事に

活かすことができる極めて大切な学び・気づきがありました。平成進化論の

裏の仕組みをここまで開示して頂いたのであれば、あとは自分のビジネスに

応用させ、実践するだけだな、という印象です。（もちろん、難易度は高いの

ですが。。） 

 

とりわけ、平成進化論を数年読まれている方であれば、本音源を聞くことに

よって、すーっと軸が一本通るような感覚になるのではないかと考えていま

す。 

 

個人的な本音源のキーワードは、（音源でも何度も述べられていましたが）「ハブ＆

コネクト（コネクター）」です。正直なところ、ハブ＆コネクトという言葉は、

私の辞書の中では下位に属していました。ですが、今回の音源を聞いて、一

気にランキング急上昇しました。本当に不思議なものです。 

 

今まで「重要」と思っていた言葉が「より重要」になるのではなく、「ほぼ不要」

と考えていた言葉が「超重要」になるのですから。人の意識の変化というのは、

ある瞬間、突然に起こるのだな。ということを痛感しています。 
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さらに、自分の中で「ハブ＆コネクト」の重要性に対する理由付けができ、

はら落ちすると、半分は達成できた状態になっている自分がいます。自分で

も驚くほどの変化です。そして、この「はら落ち」に確度高く導いてくれる

のも、鮒谷さんの音源の本質的な価値ではないかと考えています。 

 

ということで、今年はハブ＆コネクトを実践します。一年後ぐらいには、大きな

変化が起こっているという根拠のない思いがふつふつと沸いております。 

 

と、ここまで感想を書かせて頂いて改めて思うのは、やっぱり控えめに言って最

高でした笑 

 

特に、平成進化論を数年読んでいる方に是非聞いて頂きたい音源です。 

改めまして、素晴らしい音源をありがとうございました！ 

 

引き続き、よろしくお願いいたします！ 

（株式会社 CODOR 代表取締役 大橋亮太様） 
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わらしべ長者の題名はまさに絶妙で、お世辞抜きに何物でもない私が、何物

かになれると実感できるお話を頂きました。まさに０から１にする方法で

す。人生再構築と呼べるくらい（勿論、自己努力は必要ですが）その価値は

あります。本当に自分の能力以上の物が生まれる予感（本音源の丁寧なご説

明により）が出てきます。 

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

いつもお世話になっております。 

 

この度も大変学び多い音源のご提供ありがとうございます。 

 

最近は、今までの音源で学習した、気を入れてコミュニケーションする事を意識し

相手に面と向かって、笑顔に気を付けて話す様にしていました。そんなことで以前

より、より良質なコミュニケーションが出来ているつもりになっていました。 

 

今回のわらしべ音源を拝聴し、そんな自分がハブ＆コネクトとはほぼ縁遠くコミ

ュニケーションの末端にいることに気付き、愕然としました。よくよく考えると、

コミュニケーションが単一的で、必要とされる時にしか呼ばれていない自分がい

ることに気付いたのです。 

 

毎日がそれなりに回って、それなりに役立っている感があると、逓減している人生

に気付かず、ゆでガエルになっていました。また、そんな自分の人生でも、そんな

もんだろうくらいにしか思わず、疑いもしませんでした。（自分のキャラ・役割と

勝手に決めつけ、低く安く見積もっていました） 

 

もっとアクティブで楽しそうな（未開の）世界がどうやらある様です。（今現在、

パラダイムシフトが起きており、今回の感想がふわふわしている感がありますが

ご容赦願えればと思います。それくらい価値観の変動が起きています） 

 

まず自分がどうなりたいか疑問を持ち、理由を明確にする事。（本当にそうしたい

のか）言語化・ビジュアル化して折れない様、継続する。周りの方のお役に立てる

様、自分がハブになり、コネクトし、喜んで頂ける。それを見て自分も嬉しくなる。

（自分も好かれ、自尊心も高まり良いことだらけになる）そんなことをイメージ

し、これはやらない手は無いなと実感しました。（動機になります） 

 

人に好かれる事の大切さも、今まではおろそかにしていましたが、（真面目
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にやっていれば、誰かに見出され、好かれる逓増人生になるだろうと勝手に

思ってました。でもなんとなく、結果は分かっていたのですが・・・）今回

の音源で丁寧にご説明頂き、この点も他責から自責に切り替わりました。 

 

関わる方から愛され、チャンス・アドバイスを賜れる様に自分からアクショ

ンを起こすと意識が書き換わりました。絶対にその方が良いと思えましたし、

もちろんそれらを関わる皆様に還元して行きます。 

 

人的ネットワークの構築は、相互に助け合える事がある意味一番の理由・動機・必

要性になると強く思いました。（自分一人では解決出来ない事を無限ループさせな

くて済み、時間資源を有効に使えます）異業種のハブ＆コネクト、プラットフォー

ムのオーナー とても楽しそうです。（遠くの物事ほど価値がある）良い意味で価値

提供（マッチング）出来るポジションを積極的に狙って行きたいと思います。 

 

わらしべ長者の題名はまさに絶妙で、お世辞抜きに何物でもない私が、何物

かになれると実感できるお話を頂きました。まさに０から１にする方法で

す。人生再構築と呼べるくらい（勿論、自己努力は必要ですが）その価値は

あります。本当に自分の能力以上の物が生まれる予感（本音源の丁寧なご説

明により）が出てきます。 

 

こんなに教えて頂いて良いのかなと拝聴しながら恐縮しておりました。 

 

個人的に、今回の音源で自分的に一番インパクトがあったのは、（本題からはそれ

るかもしれませんが） ＷＨＹが明確にならないものは始めない（ムダ）という意

志決定をする。あえてやらないと言う部分でした。今までなんとなく受かると良い

よね という資格試験の勉強をダラダラとやっては落ち、文句を言いながら気が向

いたらまた始める。みたいな事に時間を大量消費していました。この判断基準だけ

でも１０倍返し以上でした。 

 

鮒谷さんのとても良いご指導を頂き、自分だけでは到底気付けない事に気づ

かせて頂ける。すっきりと納得する事が出来る。さらに時間・労力・お金な

どの重要資源の無駄が無くなり、大変ありがたく思っております。 

 

例により纏まりませんが、今現在の率直な気持ち、感想です。 

音源のご提供、ありがとうございました。 

（青木 隆幸 様） 
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コミュニケーションの極意と思われることをここまでオープンにお話しく

ださっていることが、まさに行動を実践されてきた鮒谷様のお人柄を表して

いると思います。 

鮒谷様 

スタッフの皆様 

 

貴重な音源のご提供をありがとうございました。 

 

大変濃密な内容でした。 

スマートフォンに音源を入れて早速、通勤中に繰り返し拝聴しております。 

 

「why」を明確にし、「理由のコンボ」にして行動・実践につなげていくことが真

の意味でのレベルアップに直結することを感じました。逆に「why」が明確でない

ものはしないこと。自分自身の深いところで納得していないにもかかわらず、

「what」や「how」をあれこれと求めてしまう愚かさを痛感しました。 

 

ビジネス書を何冊読んでもほとんど身についていないのは、まさに「how」ばか

り追い求めて「why」を置き去りにしていたからだと感じました。 

 

自分自身のみで完結するスキルを高めるよりも「愛される人」になり、困ったとき

に助けてくれる人、応援してくれる人を増やすこと。人間は一人では生きられな

い、という使い古された文言は知っていても、実生活の中では「自分のことで精い

っぱい、人のことは後回し」というのがいいところだと思います。「あなたのため

に」という行動をどれだけできるか。勇気を出して外のネットワークにアク

セスし、行動する中で走りながら学び、身につけていくことの重要性も感じ

ました。まず知識を身につけよう、勉強してからにしようと待っていたら一

歩目がさらに踏み出しにくくなり、チャンスもめぐってこないのだと思いま

す。 

 

上昇気流の風は一度だけ吹く話や、お礼のお返事の長短のお話は絶妙で印象的で

した。コミュニケーションの極意と思われることをここまでオープンにお話

しくださっていることが、まさに行動を実践されてきた鮒谷様のお人柄を表

していると思います。 

 

相手に喜んでもらうというシンプルなことを達成するために努力を惜しまずエネ

ルギーを注ぐことをやっていきたいと思いました。 
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音源全体を通して、「ハブ＆コネクター」「良樹細根」「創発」など挙げたら

きりがありませんが、洗練された語彙がこれでもかと登場しており、これら

を適切な具体例とともにご紹介される鮒谷様の自由自在さ、圧倒的な思考量

を感じました。 

 

取り組むべき「問い」をたくさん与えてくださった音源でした。 

 

「why」を明確にして「愛される人」を目指します！ 

 

ありがとうございました。 

（Ｓ．Ｍ 様） 
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鮒谷さんの音源は、その「強烈なほどのやる理由」を自らの経験、体験か

ら来る具体例を交えながらご教授いただき、しかもそれが、かつては全く

できなかった鮒谷さんができるようになった過程を赤裸々に開示していた

だけることで、これなら自分にもできそう！と思わせて下さると共に、で

きるようになればこんなに世界が変わるのだ！ということを心の底から肚

落ちさせて下さいます。 

何事にもおいてもまず初めに、「強烈なほどのやる理由」がありきということ

を、この度の音源でも具体例をふんだんに交えて放談いただきました。 

 

確かにコミュニケーションは大事ということは、誰しもが当たり前のように分か

っていることです。しかしこの「分かっている」の段階レベルは人それぞれであ

り、それぞれ「知っている」→「理解している」→「肚落ちしている」→「実践

している」のうち、いずれかの段階に属しているものと思われます。 

 

それを最終段階である「実践している」、もっというと「実践している上で、で

きている」に近づけていくためには、いくら様々な方法論を教授されようとも、

その前提条件として（冒頭に申し上げた）「強烈なほどのやる理由」が必要なの

です。 

 

鮒谷さんの音源は、その「強烈なほどのやる理由」を自らの経験、体験か

ら来る具体例を交えながらご教授いただき、しかもそれが、かつては全く

できなかった鮒谷さんができるようになった過程を赤裸々に開示していた

だけることで、これなら自分にもできそう！と思わせて下さると共に、で

きるようになればこんなに世界が変わるのだ！ということを心の底から肚

落ちさせて下さいます。 

 

だからこそ「やる理由」が明確になり、自らが本当にそれを望んで、実践

する気になるのです。 

 

この度の音源を聞いて、コミュニケーションとはまさしく「相手を自らの意図し

たとおりに動かす力」だと定義することができ、北斗の拳の世界でいう北斗神拳

ばりに、今の世の中において強烈な武器になるということが納得できました。 

 

これからは今まで以上に、そのことを念頭に入れて人との関わりを持つと共に、

その際に「好かれること」を中心軸に添えて、「スゴい人」を傍らに添えながら

コミニュケーションをとることを、自然とできるようにしていきます。 
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いつも本当にタイムリーな議題の音源提供、ありがとうございます。 

 

（トレーナー的には）最近はよく筋トレを引き合いに出していただき、非常に分

かりやすく、ワクワクしながら（笑）拝聴しております。 

 

今後とも宜しくお願いいたします。 

（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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皆が皆口を揃えて重要だとは言うけれども、じゃあコミュニケーションで

上手くいくとどうなるんですか、何が悦ばしいんですか、という点がなか

なか明らかにならないところ（きっと、本当はそこが欲しいのです）、今回

の音源では「わらしべ」「ハブ」「紹介-被紹介の連鎖」というひとつの範型

として、コミュニケーションが「重要」なものとして展開してゆくありか

たを示していただけたと思います。 

潜在能力という点ではともかく、自分の今のありかたが「ハブとしての役割を果た

している」「紹介・被紹介の結節点である」という状態の数段階以上前にあるとい

う、決して悲観的ではない分析を踏まえたうえでの感想として、乱文であることを

予めお詫び申し上げつつ、お送りします。 

 

■ 

 

コミュニケーションについては、あるいはそもそもどういった生活ないしありか

たを望むかという観点においても、人と少しくズレている（？）可能性があり、或

る時期までは「不道徳な・品性を欠く振る舞いをひとつでもやらかした人とはおさ

らばする」という切り捨てタイプの基準を運用してきたように思われます。 

 

これはこれで或る種の人生観であり、何らかの害を受ける可能性を殆ど無化でき

る面もあり、また内的な正しさを持っているとは思いますが、少なくともこうした

強い基準を全面的に運用してそのまま孤独死できるほどに潔癖を貫けないという

ことにも気づきつつあり、寧ろ人間関係を拡大することにはかつてよりも開放的

になっていたところです。 

 

とはいえ幾分場当たり的でしたし、理由にも具体性が足りなかったことは否めま

せん。なんとなく「業界の人間と関わっているだけでは緩やかな死が見えている」

からと思って、自分が関係を持ったことのないところに首を突っ込んでみるなど

するくらいです。 

 

それというのも、コミュニケーションの周辺をどうにかした結果としてどう

いう状態がもたらされるのか、ということに関して殆どイメージが湧いてい

なかったからだと思います。 

 

恐らく何もしないよりはマシで、確たる理由がないからスパっとやめようと

いうタイプのものでもなく、理由のほうも（最初はごく曖昧だったものが）

実践の中で掴み取られてブラッシュアップされる面があるのかとは思われ

ますが、それにしても（理由という面で）具体的に参考にしうる対象がない
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のは困りもので、その点のイメージの例を、今回の音源は提示してくれるも

のだと感じています。 

 

今回の音源では「理由付け」の話が大半（半分以上？）を占めていましたが、

それはやはり、猫も杓子も「コミュニケーションが大事だ」と言っては様々

なところにスキルを求めるものの、明晰かつ十分な理由づけがなく、それゆ

え適切な方法論・手段ももちろん出てこず、適切さを測る尺度もなく、定義

も限定もなしに「コミュニケーション（能力）」なる語を空転させるという

事態が決して稀ではない、という洞察からだと推測されます（「ロジカルシ

ンキング」「哲学」「勉強」等と似た事情であるように思われます）。 

 

皆が皆口を揃えて重要だとは言うけれども、じゃあコミュニケーションで上

手くいくとどうなるんですか、何が悦ばしいんですか、という点がなかなか

明らかにならないところ（きっと、本当はそこが欲しいのです）、今回の音

源では「わらしべ」「ハブ」「紹介-被紹介の連鎖」というひとつの範型とし

て、コミュニケーションが「重要」なものとして展開してゆくありかたを示

していただけたと思います。 

 

■ 

 

思えば紹介-被紹介を抜いて成立しうる広義の選抜はあまりないわけで、（すさま

じい地力を持つ人ならともかく）そんな機会は学力試験くらいだというのも事実

です。あるいは履歴書（表面上の学歴や職歴）によるスクリーニングも、一応ここ

に含めてよい面があるかもしれませんが、それだけで何かが決まることは稀なよ

うです。構築済みの関係という背景をほとんど抜きにしてやっていけるのはせい

ぜい（日本だと）新卒くらいまでで、その後もやせ細らないためには、関係の根を

他のところに巡らせる自主的な努力が必要になるのでしょう。 

 

もちろん新薬を試験するときや、論文の査読を行うときには、不透明な人間関係が

重要な判断を侵食するのを恐れて、寧ろ人の顔が見えないように工夫をしますし、

せねばなりません。 

 

しかし広義の選抜プロセスにおいては、匿名査読や二重盲検法を採用する理由も

大きくなく、認知・時間コストの削減と効率化も必要になるからには、何らかの人

間関係があることを前提とすることがほとんどでしょう。 

 

少しく品のないかもしれない言い方をすれば「コネ」ですが、場面を弁えてさえい

れば「コネ上等」だ、といってよいかもしれません。思えば長らくやっていたアル

バイトも、関わらせていただいている企業も、ほぼ全てコネでした。知人にもリフ
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ァラル採用こそ楽でローコストで精度が高いと言う人が多いものです。 

 

狭義の人事採用という枠を措いても、士業であれ医師であれ人生の重要な局面で

頼りになりそうな人と地下茎でつながっておけば、いざというときにあたふたせ

ずに済むのでしょうし、あるいは思わぬ分野の・属性としては有用に見えない領域

に生きる人であっても、思わぬかたちで思わぬものをもたらしてくれるかもしれ

ません。 

 

こうしてみると、各所に「単なる知りあい」以上の知りあい、プラスの感情を持っ

てくれている人を作っておくことの大切さが改めて、かつてよりリアルに感じら

れるというものです。 

 

■ 

 

現状から見るとそもそも知りあいが少なく、「ハブ」になるどころか「好いてくれ

る人 100 人」すらも雲の彼方であるうえ、わかりやすい能力も特に持っておらず、

紹介もしづらいであろう身からすれば、ハブ化の戦略が「誰にでもできる」という

主張については半信半疑というところですが、「やる人にはできて、やらない人に

はできないのだろう」くらいの気持ちで、やりながら塩梅のよいところを探してい

こうという気持ちです。 

 

突如何のつながりもない・背景も目的もわからない人間から不可解なかたちで連

絡をとられて「何だこれは？」と思うことがしばしばあるからか、逆にこちらから

何かアクションを起こすのも躊躇われることがしばしばですが、音源を聞いてい

ると、寧ろそうした人たちも学びをもたらしてくれることが再確認されます。 

 

変なことを言ってくる人たちも実は真剣にこちらとの関係構築を図っていて、（た

またま私の目から見て）おかしなことになっているだけなのかな、とか、公然と攻

撃してこないだけマシだと思って付き合うべきかしらん、とか、私は少なくともこ

んな振る舞いはせずにおこう、とか、ひょっとして私の基準が狂っているだけなの

かしらん、とか、色々と考えを巡らせています。 

 

少なくとも、音源中の具体的な話が、我が身にひきつけて人間関係上の諸事

態を検討するための素材ないし動機になっている、というなりゆきです。 

 

先般知人から、「あなたは『玄人好み』だ」という、何かを幾重にもオブラートに

包んだ評価をいただいたのもまた検討すべき事態であり、「素人」へと開いてゆく

ための試行錯誤を、というより、然るべく（今よりは広いところで）「好かれる」

ことへの道筋をつけて、良い樹木を育てていきたいものだと思われます。 
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音源で参照される「好かれる」ことと「能力」の二分法にももちろん理解の便のた

めの単純化が含まれていると思われ、好かれるように能力を見せることもまた能

力であり、能力が関心と好意を持たせるためのカードにもなりうるからには、もち

ろんどちらをないがしろにすることもなく、幸福な結婚が達成されるように、で

す。 

 

ありがとうございました。 

（Ｒ・Ｈ 様） 
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コミュニケーション能力を「なぜ」向上させていくべきか、ということ

を、具体事例も豊富に語っておられて、同床異夢音源とは、また異なる切

り口によって、自分自身の中に、その「Why」が浸透していく感覚を覚え

ました。 

【わらしべ音源】ですが、購入後、時間をおいて、あらためて聞き直すことによ

って、新しい発見がありました。 

 

何度も、繰り返し音源をローテーションすることで、自分自身の環境や、

状態も異なっているため、聞くたびにあらたな発見があります。 

 

具体的には、ここ最近、筋トレを始めたのですが、どうやって習慣化して

いこうかと試行錯誤していたところ、本音源においては、折れない習慣の

つくり方、に言及されており、非常に参考になりました。 

 

習慣化音源とも接続され、さらに習慣化めざして、邁進していこうと、行

動しています。 

 

また、コミュニケーションは永遠の課題ですが、コミュニケーション能力を

「なぜ」向上させていくべきか、ということを、具体事例も豊富に語って

おられて、同床異夢音源とは、また異なる切り口によって、自分自身の中

に、その「Why」が浸透していく感覚を覚えました。 

 

自分自身の「コミュニケーション」を俯瞰して考え、様々な方のコミュニケーシ

ョンを良い面、悪い面、どちらも教材としながら観察することで、糧にしていく

ことができるな、と思います。 

 

鮒谷さんの音源を聞くことで、すごいコミュニケーション能力のある人と

出会ったときは勉強させていただこうと思うのは、もちろんのこと、逆

に、ダメダメなコミュニケーションの人と出会っても、反面教師として、

捉えることができるようになりました。 

 

コミュニケーションにおけるストレス耐性がつくことも、この音源のメリ

ットです。 

 

引き続き、音源ローテで様々な音源を咀嚼することで、神経ネットワークを張り

巡らせ、人生逓増に向けて、歩みを進めていきます。 

 



■当音源（圧巻！鮒谷周史の「わらしべ」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/21ad2263/ 

この度は、【わらしべ音源】を届けていただき、本当にありがとうございまし

た。 

（Ｓ．Ｉ 様） 
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（他の音源ももちろんその要素はあるのですが）今回の音源は特に、鮒谷さ

んが鮒谷さんであるところの所以を理解できる貴重なお話が凝縮されてい

る、そんな印象を受けました。 

鮒谷さん 

 

お世話になります。 

 

ちょうど別の収入の柱を立てようと、よちよち歩いている中、家庭の事情でここ 3

年以上、人間関係や、人とのコミニケーションをなるべく避けるように生活してい

たため、再度、自分のネットワークを構築し直さなければ、にっちもさっちもいか

ない、と感じていたところでした。 

 

そんな中、今後のアクションについて指針が得られ、自分にとって非常にタ

イムリ—、そして貴重なお話をいただけたと思っています。 

 

特に、「上昇気流は一度だけ吹く、そこで成層圏を超えられるかどうか」というと

ころに関しては、私自身が、今のまま何かを継続したところで、上昇気流に乗れる

予感が全くせず、モヤモヤを抱えている状況でしたので、そのドンピシャの回答が

得られた気がしております。 

 

まずは、 

 

・人に好かれる、好いてくれる人を多く作ること、 

・ハブ＆コネクターの発想で、 

・徳を積むことと、お金を積むことのバランスをとりながら、 

 

粛々と、足腰の筋肉を鍛えていきたいと思っています。 

 

ビーチフラッグであれ、上昇気流であれ、常に足腰を鍛え、腰を低くしてスタート

ダッシュできる筋力と瞬発力が必要なのは、スポーツでもビジネスでも同様だと

感じた次第です。 

 

ハブ&コネクター、プラットフォーマーは、最大のレバレッジいう言葉は、零細不

動産投資家の私としては「レバレッジ」という言葉に過剰に反応してしまいました

が（笑）、実物資産も、無形資産もしくは人的資産も、適切に徐々にレバレッジを

活用し、大きくしていきたいと思いました。 
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（他の音源ももちろんその要素はあるのですが）今回の音源は特に、鮒谷さ

んが鮒谷さんであるところの所以を理解できる貴重なお話が凝縮されてい

る、そんな印象を受けました。 

（Ｍ．Ｙ 様） 
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本当にびっくりしているのですが、誰かと話す力、何かを考える力、何か

を思い出す力、その他諸々のいわゆる「自頭力」とでもいうものかと思い

ますが、それが格段に上がってきていると実感しています。また、それに

ついては上司含めた周りからもそのように認識してもらっています。 

本音源を聞いて気になったキーワード 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

・コミュニケーションも why から。 

 

・why→what→how の順 

 

→抽象は why、具体は how 

 

→理由のコンボ 

 

・笑顔の why。 

 

・コミュニケーション＝魔法 

 

・Why が明確にならないものは敢えてやらない。やっても無駄。 

 

・Why＝コミュニケーションを身につけるとなにが起こるかを知る。 

 

・How の最上位＝好かれる事。 

 

→年次が行ったら、抜けてる、もその要素になる。。。好かれるための仕組みをつく

る。下の人には、対等目線で来てくれる。 

 

・戦略とは順序である 

 

・ロールモデル→得られる果実も合わせて見せてくれる→WHY。 

 

・異質性の価値→採った魚を漁村で売っても売れない。農村で売るから売れる。 

 

→わらしべ長者。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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また、本音源の感想、とは少し違うのかもしれませんが、これまで鮒谷さんの音

源を聞いてきて、自分に起こった変化についてお伝えしたいと思っておりま

す。 

 

本当にびっくりしているのですが、誰かと話す力、何かを考える力、何かを

思い出す力、その他諸々のいわゆる「自頭力」とでもいうものかと思います

が、それが格段に上がってきていると実感しています。また、それについて

は上司含めた周りからもそのように認識してもらっています。 

 

社会人歴２０年、生まれてから４０年以上経ちますが、こんな経験はほぼ初

めてと言っていいと思います。 

 

他の要因も含めて色々考えているのですが、それが顕著に表れ始めた時期が、

自問自答音源を聞いて、音源を繰り返し聞くようになった時期とほぼ合致し

ているので、ほぼそれが理由だろうと考えています。 

 

なぜそうなったのか、改めて考えたのですが、鮒谷さんの良質な言語体系を耳

から頭に入れることを日々繰り返し、そしてシステム化された論理体系を元

にお話頂き、それをベースに思考を繰り返していれば、そういった事も起こ

るのだろうと、妙に納得できている自分がいます。 

 

今の時点で、目に見えた成果が出ているわけではないのですが、自分の未来に対

して、大きな希望や展望が見えてきた実感があります。 

 

音源学習をすることで、こんな効果があるとは思ってもいませんでした。 

 

これからもリリースされる音源を購入させて頂き、自己投資を進めて行きたいと 

改めて考えています。 

 

どうぞ宜しくお願いします。 

（立川旭 様） 
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今回も貴重な音源をリリースいただきありがとうございました。 

わらしべ音源の本題ではありませんが、自分の行動を目標とつなげるものとして

「理由のコンボ、雪だるま」という言葉が印象に残りました。 

 

行動をする理由は 1 つでもよく、3 つもあれば十分と思っていましたが、鮒谷さ

んは筋トレを続けるにも 8 個の理由を掲げ、しかも言語で記述するというところ

まで実践されていることを知り、まさに成果を確実に出すためのシステムである

と感じました。 

 

これまで頭の中で漠然と考える理由だけで、行動しても継続できないということ

が多々ありましたが、「気が乗らないものは敢えてやらない」と割り切りも大切な

ので、意思決定基準の一つとして、追加しました。 

 

継続できない理由は、漠然と考えているだけで Why が明確になっていなかったか

らだと思います。 

 

自分の中で Why が明確にならない。 

↓ 

気が乗らない。 

↓ 

時間を無駄にするのでやるべきでない。 

 

時間を無駄にしないためにも、理由を言語で記述するということが重要で、うまく

記述できないものは、must、should になってる可能性があり、その状態ではや

るべきでないと感じました。 

 

ゴールを可視化し、感情が動く理由のコンボを積み上げることで行動を継続し、成

果を出していきたいと思います 

 

今回も貴重な音源をリリースいただきありがとうございました。 

（Ｋ．Ｎ 様） 
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コミュニケーション能力に関するあらゆる言語化が私には刺さりまくり、

改めて、言語化の重要性を思い知らされました。 

お世話になっております。 

 

先日、購入させていただいた「わらしべ音源」、購入ボタンを押下するまで何

度となく躊躇したものの、今、数回聞かせていただいた後の感想としまし

ては、迷いつつも購入し、学習しつつある自分を褒めてやりたい心境で

す。 

 

思い返せば、遅くとも 2007 年には、僥倖にも「平成進化論」と出会い、それ

から、途中拝読するのを何度もサボってしまった期間もありつつ、2013 年 7

月には鮒谷様の「変われない三つの理由」セミナーにも参加させていただき、

2015 年 8 月には「変化・熟達のプロセス」に関する音源も購入させていただ

いております。 

 

最近は、何かといろいろなことに思い悩み、かつ忙しい日々にヒイヒイ言う毎日

ではありますが、ふと鮒谷様の「平成進化論」を拝読していたところコミュニケ

ーションに関する音源を最近出されたと知り、これは何かの思し召しかと考え、

購入させていただいた次第です。 

 

ここ最近の鮒谷さんのメルマガ等をサボってしまっていたこともあり、鮒谷さん

がたどり着いた、いわばコミュニケーションに関する普遍の真理のようなものに

ついて語られた何年か前の音源が、現在、メルマガにて勧められているのかと勝

手に思い込んでおりましたが、聞いてみれば、何と、世の中がコロナ禍に至

った後の最近の音源だと知り、鮒谷様の最近の知見を拝聴できることを大

変嬉しく思いました。 

 

人間関係やコミュニケーションについては、個人的には学生時代からの悩みの種

でありまして、自分としては年を重ねていろいろ経験したからこそ、現在ではそ

の辺の勘所等も自分なりに押さえつつ、自力で何とかコミュニケーション能力も

多少は身につけられたのかなと何となく思っておりました。ところが、今回音源

を拝聴させていただきまして、何のことはない、私は昔ほど繊細ではなく厚顔無

恥なっていたために多少生きやすくなっていただけであると改めて明確に言語化

されて思い知らされた次第です。 

 

まあこれはこれで、悩んだ分だけ転んでもただでは起きない自分で身につけた老
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獪さと自分を認めてやりたいところでもありますが、それを明解に鮒谷様に言語

化され、それは誠に痛快且つ爽快な気分となる思いでありました。 

 

この度の鮒谷様の音源では、コミュニケーション能力に関するあらゆる言語

化が私には刺さりまくり、改めて、言語化の重要性を思い知らされまし

た。ここで、特に私に刺さった 20 個の言葉を上げようとするならば、それも十

分可能なのですが、自分の中でそれを整理するためにも 20 個ここで並べるのも

意味があるのかもしれませんが、敢えて、一番刺さった言葉のみを自分の中で特

に明確化させる為に上げるならば、やはり Why を明確化することの重要性でし

ょうか。 

 

私も、何となく how が好きで、いわば why なく how ばかりを興味のおもむく

まま身につけ、本を集め、とりあえず道具を買いそろえてみたりしていたので

す。これは、例えるならば、目的なく工具類をそろえたり、文房具をそろえた

り、あるいはそれこそノウハウを闇雲に身につけたりするようなものでしょう

か。もちろんそれらは、コレクションという趣味であったり、何にせよ目的はな

くても何かが新たにできるようになる喜びはありますから、それらが全くのムダ

だとは思いませんが、それらだけではなんとももったいないような気がしまし

た。 

 

自分の why について、今一度しっかりと向き合ってみる必要があります。それ

にしましても、いちいち折れていたら筋トレ 10 回も永遠にできない例え話

や、鮒谷さんもいろいろな経験を経て今に至っているというエピソード等

を拝聴させていただき、大いに勇気づけられる音源でした。 

 

この音源を数回聞くだけではとてももったいない、今後も何度も拝聴させ

ていただき、将来、孤独死するときに違う意味で泣き叫ぶことがないよ

う、いろいろなことについて前倒し精神で精進させていただきます。 

 

この度は、非常にたくさんの気付きを与えていただける音源のご提供、本

当にありがとうございました。 

 

そして、これからも、何卒よろしくお願いいたします。 

（Ｔ．Ｋ 様） 
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この一言で 100 倍返し、と言われていたのは本当だなぁと感じます。 

今回の「わらしべ音源」は、久しぶりの購入でした。 

 

非常にボリュームのある音源で、移動中に２回聞き、改めて机に向かって聞

きなおし、メモを取りつつ振り返りました。 

 

今回、一番ヒットしたのは「上昇気流は一度だけ」のフレーズです。最後の方で言

われていた通り、密度の濃い内容でしたが、この一言で他の内容が吹っ飛んでしま

いそうになりました。昨年の１０月に起業したところで、まさに一度限りの上昇気

流の中にいるところなんだと思います。特に、一回目で全力で成層圏まで登らない

と、二度目は五分の一、三度目は相手もされない。このフレーズが刺さりました。 

 

今、まさに皆さんが応援して下さって、先週の初セミナー（哲学入門という内容で）

には６名、参加して頂きました。またオフィス家具を譲ってもらったり、情報発信

のやり方を教えて下さる方があり、色々な面で後押しされています。しかし、これ

は今一度限りのボーナスステージのようなもので、この機会に成層圏まで駆け上

がらないと次はないと、恐ろしくさえ感じました。焦る気持ちを抑えつつ、出来る

限り速やかに、次の手を打ち続けてゆかねばと思います。 

 

ただ、「上昇気流は一度だけ」ということは、その時に乗り切れば、とんでもない

所まで押し上げられることもあるのだと感じます。幸い今のところは人の縁に恵

ま れ て お り 、 起 業 と 同 時 に 入 っ た 哲 学 ス ク ー ル （ EMS ・

essentialmanagementschool）では幅を広げる方向でドラッカースクールの方

のグループに紹介いただき、専門を深めるにはアリストテレスの勉強会はどう、と

次々に新たな機会を紹介して頂いています。 

 

この機会に、ハブ・コネクターの形を作ってプラットフォームの形までもっていき

たいと思います。今、タイムリーな内容の音源に出会えて良かったです。 

この一言で 100 倍返し、と言われていたのは本当だなぁと感じます。 

 

もう一つ、具体的なことを紹介いたします。お礼メールは短く、ハイライトを

一言で、という内容が、すぐに効果を発揮しました。１回目に聞いた後に、オ

ンライン飲み会があり、その前に個別でお話した方が参加されていました。オンラ

インの解散が２４時近くで、どうしようか迷いましたが、その方にメッセージを送

りました。ＬＩＮＥで３行だけ、感謝の言葉を送りました。するとすぐに返

信があり、さらに紹介を頂けそうな展開になりました。 
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以前なら、迷って送らないか、自分なりの熱意で「重たい」メッセージにな

り、返信も無かったと思います。これは「好かれる」以前に「嫌われない」

テクニックかもしれませんが、非常に重要かつ即効性があると実感しまし

た。 

 

これは How の一つですが、このレベルの具体的実行を重ねていくのが「わらしべ

長者」への道だと思います。抽象的には、Being を明確に心に置きながら、そ

こへ近づく一歩一歩は具体的に、実行していくイメージがより強くなりまし

た。 

 

この件も合わせて、学ばせて頂きました。 

ありがとうございました。 

（遠山 哲也 様） 
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これをやろうと決めてから、少し未来が今よりもっと明るくなったように

思います。本当にありがとうございました。 

この度も、とてもいいお話をありがとうございました。 

 

「好かれる」効用をおっしゃっていただきましたので年とともにいつの間にか忘

れていた「好かれよう」と努力したいと思います。 

 

学生時代〜社会人なりたての頃はいわゆるコミュ障でしたので会う人誰にでも好

かれようと気を張って生きてきました。社会人になって何年も経つとその姿勢で

は疲れてきてしまい誰にでも好かれなくてもいいように思ってきました。 

 

おそらく「嫌われる勇気」の影響もあったかも知れません。 

 

そのうち、仕事とは別に投資だけでも生活が成り立つようになってから「誰にも

好かれなくても生きていけるだろう」と、周囲よりは自分の今の感情を大事して

周囲を見なくなってしまっていたところもありました。(もちろん、自分にとって

大事な人には丁寧に振る舞いますしそれほど大事に思っていない人にも、理不尽

なことはしていないつもりですし、常識の範囲内ですが) 

 

ただ今回のお話をいただき 

 

「この言動、この振る舞い、は好かれるだろうか」 

 

ちょっと立ち止まって考えてから行動を起こすようになりました。 

 

ただ若い頃のように、会う人全員に好かれるのは目指さないでやりすぎないけれ

ど、やらな過ぎないのは自分にとってどのあたりなのかをチューニングする作業

を含めて「これは好かれるか」を改めて脳内にインプットした次第です。 

 

私にとって、いつのまにか「気を入れなくなってしまっていた」部分でしたので 

やっていきたいと思います。 

 

これをやろうと決めてから、少し未来が今よりもっと明るくなったように

思います。 

本当にありがとうございました。 
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今後とも宜しくお願いいたします。 

（医療機器製造業 Ｄ．Ｍ 様） 
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今回のコミュニケーションのお話は、コミュケーションのみにあらずで、何

物でもないものが、世に出るための「コミュケーションという武力」 

の鍛え方と捉えることもできるとも感じました。 

より一層、このコミュケーション力に磨きをかけていきたいと思った次第で

す。 

この度も貴重な濃密な学びを有難うございました。 

 

今回のコミュニケーションのお話をお伺いしながら、 

 

▼豊臣秀吉の草履取りの話 

▼石田三成の三献茶の話 

 

を思い浮かべておりました。 

 

コミュニケーション力は、現代の武力とも言えるというお話をされていましたが、

この二人の武将のことを考えると、コミュニケーション力は、古今東西変わる

ことなく、武将（ビジネスパーソン）の能力においても、中枢に位置づけら

れるものだったのではないか？そんなことを考えておりました。 

 

実際、豊臣秀吉は、卓越した気働きとホスピタリティー精神が彼の天下取りに大き

く繋がったと感じております。（書籍を読む限りですが） 

 

石田三成に、これらがどこまであったのか？はちょっと分からないんですけれど

も（司馬遼太郎の関ヶ原を読む限りは、そんなにないようにも感じましたが）セミ

ナーの中で何度も強調されていた通り、このコミュニケーション力の大半は、誰で

もできることここが大きなポイントの一つではないか？ 

 

とも感じました。 

 

その中でも基盤となるのが「愛される力」。 

 

私個人としては、 

 

「可愛がられる力」or「チャーム」 

 

と置き換えて聞いておりました。 
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2 年半前に、大阪で開催された「お金の認識セミナー」において、鮒谷さんが、 

 

「何者でもない者が、世に出ようと思ったら、世に出ている人に引っ張ってもらう

しかない。」 

 

というお話をされていましたことも思い出しておりました。 

 

まさに何者でもない者でも持ちうる武力こそがこのコミュニケーション力。

これがあれば、引っ張って頂ける可能性が高まる。そんなことも、勝手に組

み合わせて、お話を聞いておりました。 

 

だとすれば、今回のコミュニケーションのお話は、コミュケーションのみに

あらずで、何物でもないものが、世に出るための 

 

「コミュケーションという武力」 

 

の鍛え方と捉えることもできるとも感じました。 

より一層、このコミュケーション力に磨きをかけていきたいと思った次第で

す。 

 

早速、昨日音源が届きましたが、既に一周聞き終えており、しばらくはヘビ

ーローテーションをさせていただきたいと思っております。 

 

いつも本当にありがとうございました。 

 

今後共どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（中田 雅之 様） 
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これまで鮒谷さんが高井先生の面談される際の流儀、流れを言葉で語って

下さった別の音源があったのですが、今回の音源で私も臨場感をもって 

「そういう世界にいきたい」と感じることができたのは大きな収穫でし

た。 

大塚様 

 

いつもお世話になりましてありがとうございます。 

わらしべ長者音源、何度も拝聴させて頂いていて、感想をお送りするのが遅くなっ

てしまい申し訳ありませんでした。 

 

まず感じたのは、ポイントが多すぎて 1 つの感想にまとめきれない!というこ

とです。何本かに分けてテーマごとに感想を起筆させて頂いた方が良いかも

知れません(笑)。 

 

そのうち一つについて書かせて頂くとすれば、これまで鮒谷さんが高井先生の

面談される際の流儀、流れを言葉で語って下さった別の音源があったのです

が、今回の音源で私も臨場感をもって 

 

「そういう世界にいきたい」 

 

と感じることができたのは大きな収穫でした。 

 

言葉で 

 

「気を入れる」 

「笑顔」 

「共通項を見つけてラポールを築く」 

「宿題をもらう」 

「圧倒的なスピード感と専門性で打ち返す」 

「相手の期待値を越える」 

 

と言われることにも十分価値があります。 

上記で私が特に気に入っているのは「笑顔」でこの時鮒谷さんが語って下さった

「笑顔の張り付いた顔」は私自身いつも心がけたいと思っています。 

 

しかし、*今回の音源は言葉にして客観視させて頂いた上で、更に人生をかけて取

り組む Being 目標とリンクするものでした。+ 
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心を揺さぶられ、私もそこにいきたいと思いましたが...見回すと世の中には

なかなかそういうコンテンツは無いですね。私自身も理解して、腹落ちして、

行動に移せるレベルに達しているかなと自問してしまいます。でも、レベルがまだ

達していなくても、そうした世界があるのを知ったからにはたどり着きたいと思

います。 

 

今後もぜひ勉強させてくださいませ。 

 

これからもどうぞよろしくお願い致します。 

 （小野優雅子 様） 
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音源を聞いて改めて、人との接し方、コミュニケーションの大切さを認識し

ました。 

セカンドステージ御中 

 

この度は「わらしべ音源」を購入させていただきました。 

 

音源を聞いて改めて、人との接し方、コミュニケーションの大切さを認識し

ました。 

日常で頻繁に発生していること（コミュニケーション）こそが実は結果へ直結する

重要な要素であることに気づきました。 

 

ついついインパクトのあることに目が向けられてしまいますが相手のことをよく

よく考えること、その上で必要なものを手渡してあげること結局、日常の積み重ね

がボディブローのように聞いてくると改めて気づきました。 

 

結局のところ好かれてナンボ、好かれている人のもとには人も情報もチャン

スも集まるし、そうで無い人のところには人も情報もチャンスもこない。こ

れが１年、３年、５年とかのスパンで見ると大きな差が開くのは当然ですね。 

 

今後は日常の些細なこと、例えば表情、プラスアルファの一言こういったことに気

を付けていこうと気づけて音源でした。 

（Ｔ．Ｎ 様） 
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卓越したコミュニケーション能力を持っている人は例外なく生きやすい、と

いうことを高井先生や鮒谷さん自身の具体例を交えながら伝えていただき、

自分の中で腹落ちしました。 

音源を２回ほど聴かせていただきました。 

 

まずはコミュニケーション能力をつけたいと思ってもなぜコミュニケーション能

力をつけたいのか？Ｗｈｙが明確になっているから、身につけようとするのであ

って、まずはＷｈｙを明確にする必要があるということでした。理由のコンボがあ

るから動けるようになる。 

 

運動習慣の例で分かりやすく伝えていただき、イメージがつきました。反対

に、気乗りしないものはやらない。心が欲していないものは続かないから最初から

やらない。この意思決定基準を、自分の中にも根付かせていきたいと思います。 

 

コミュニケーション能力は機嫌よく生きるのに必須である理由。良樹細根。 

 

卓越したコミュニケーション能力を持っている人は例外なく生きやすい、と

いうことを高井先生や鮒谷さん自身の具体例を交えながら伝えていただき、

自分の中で腹落ちしました。 

 

そして、方法論。どうするかの最上位にあるのは、「好かれる」、「愛される」とい

うこと。自分はこれまで明確に好かれようとは思っておらず、好かれなかったら好

かれなかったで仕方ないと考えていましたが、それでは人間関係は広がっていか

ないなと深く反省させられました。 

 

今後のコミュニケーション戦略として「好かれる」を最上位において大切にしてい

きます。そうなると、挨拶や笑顔、お礼や心配りなど。これまでの自分のやり方と

変わってきます。 

 

実際にこの音源を聴いてからは、好かれるための行動が増えてきていますの

で、これを継続・拡張していきます。 

 

「好いてくれる人１００人つくろうプロジェクト」 

 

を自分の中で立ち上げようと思います。 

 

特に、同質性ではなく異質性のつながりを意識していきます。そして、ハブ＆コネ
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クター、プラットフォーム戦略で今後を過ごしていきます。 

 

以上です。 

 

ありがとうございました。 

（Ｍ．Ｙ 様） 
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コミュニケーション能力を高めたり、人脈を広げたりする必要性は薄々ある

だろうなぁと感じてはいましたが、must な能力であるということを具体的

な理由とともに説明して下さり、深く自分の中に腹落ちしました。 

この度も貴重な音源をありがとうございました。 

 

これまで人との縁を大切に育てることの無かった自らの行動を猛省させら

れました。 

 

コミュニケーション能力を高めたり、人脈を広げたりする必要性は薄々ある

だろうなぁと感じてはいましたが、must な能力であるということを具体的

な理由とともに説明して下さり、深く自分の中に腹落ちしました。 

 

まずは何はともあれ好かれるように、常に気を入れてコミュニケーションをとる

ことを自らに課し、好かれる人 100 人プロジェクトのようにゲーム要素も絡めな

がら、適切にわらしべコミュニケーションを実践して行きます。 

またメールにて経過をご報告させて頂ければと思っています。 

 

余談ですが、音源の前半の筋トレのお話、楽しく聞かせていただきました。 

まさか鮒谷さんが筋トレに目覚めてらっしゃったとは知らず驚きました。筋トレ

は変化が目で見えますし、自尊心も高まる最高の趣味だと思います。何が目的な

の？とよく聞かれることもありますが、私も継続しようと改めて思いました。 

この度もありがとうございました！ 

（Ｋ．Ｍ 様） 
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今回の音源も聴くたびに心に引っかかる言葉が異なり沢山の気づきを頂き

ました。 

鮒谷様、セカンドステージの皆様、音源リリースありがとうございます。 

 

本音源の購入を含め、累計 5 本以上の音源を購入させて頂きました。 

「気付くと 5 本以上に購入していた」という言葉がしっくりきます。 

 

どのような考え方、行動様式を身に付けることで逓増人生を歩むことが出来

るのか、そのヒントを得たいと思い、今回も音源を購入しました。今回の音

源も聴くたびに心に引っかかる言葉が異なり沢山の気づきを頂きました。 

 

順不同で列挙させて頂きます。 

 

■続けるには変わるには Why⇔What⇔How が大切 Why がとても重要。理由が

明確であると How を沢山考え、大量行動ができる。 

 

■習慣化の言語化を進めるにあたって筋肉トレーニングほど良いものはない 

筋力トレーニング⇒結果が見える（可視化される））⇒さらに筋力トレーニング⇒

さらに結果が見える（可視化される）行動すると変わる肉体が見えるので人に依存

せずとも自己肯定感が生まれる。 

 

（中略） 

 

■人に気に入られるために、どこまで気を使うのか。ここがポイント、面倒だとか、

大変だとか、言っている場合ではない、会話の摩擦をなくす。⇒相手が求めている

ところを埋める 

 

■どうせ無理だろうなと考えながらやる⇒これは頭と体の方向が一致していない

⇒自分に魔法をかける⇒自分の周りを自分の考え通りに進めることが出来る 

（自動車部品メーカー勤務 Ｍ．Ｋ 様） 
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運動を例に挙げられた理由のコンボ、理由の雪だるまは圧巻でした。ここ

までやるんだということが、実例として示されたので、わかりやすかった

です。 

同床異夢音源に続く、コミュニケーションに関する音源ということで購入させて

いただきました。 

 

まずは、理由が大切。何のためにそれをやるのか、そこが明確になっていないと続

かない。コミュニケーション能力が、大事だとは思っていても、 

 

なぜコミュニケーション能力を高めたいのか？ 

その理由が明確になっているのか？ 

 

改めて自問自答が大事だなと気付かされました。 

もちろん、being 目標があってこそだと思いますが。 

 

運動を例に挙げられた理由のコンボ、理由の雪だるまは圧巻でした。ここま

でやるんだということが、実例として示されたので、わかりやすかったです。 

 

高井先生を例に、目の前で見たことの重要性も示されていましたが、やはり、メン

ターやロールモデルは臨場感を感じるという面でも非常に重要な存在だと改めて

感じました。 

 

後半部分では、具体的にコミュニケーション能力を高めるための方法として、「人

に好かれること」について、また、「ハブ&コネクター」について、述べられていま

した。ここでも、「人に好かれる」という当たり前のことではあるのですが、

実際にそれを言語化して、目標に入れて取り組んでいる人がどれくらいいる

かと言ったら、おそらく殆どいないのではないでしょうか。 

 

「人に好かれる」という目標が、この音源を聴かずに入れられたかというと、

自分の辞書にはなかった言葉でした。ハブ&コネクターもありませんでし

た。「人に喜んでもらう」という目標は掲げているのですが、そこには高い価値を

渡して、喜んでもらうという、ある意味、自分自身で、限定しすぎていたかもしれ

ません。 

 

もちろん高い目標は大事ですが、能力がなくても、今の自分でできることはある

し、また、なぜ人を喜ばせたいのかを自問自答することで、改めて目標の肚落ちが

できそうです。 
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そこから、How に落としていきます。 

今回も貴重な気づきをありがとうございます。 

（菅 智教 様） 
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新たな霧が晴れたような気持ちになりました。 

まずは、一番印象に残ったこととしましては、鮒谷様も一番重要なポイントと言

われていた。 

 

「意思決定基準・理由が明確になっていないものはできない。無駄。」 

 

というものと、 

 

「好かれるしくみを作るのは自分で、それをしないで好かれないのは当たり

前。」というものでした。 

 

そのお言葉を聞いて、自分に身に覚えのあることが多く、何度もやろうとしては

挫折という、それを同じ事に対して繰り返しているということがあり。さらに、

仕事に対しては若いころと同じ意識のまま、仕事に精を出していれば周囲は認め

てくれるというような意識でおりました。 

 

たしかに、好かれるための行動というのは意識していないなという気づきがあ

り、また新たな霧が晴れたような気持ちになりました。 

 

今のところは、音源をお聞きした第一印象としての感想ですが、これから何度も

繰り返し聴くことで、鮒谷様の言われる、理由付け（ｗｈｙ）や好かれる人を増

やすことなどを組織外を意識して少しづつ行動に移せたらと思っております。 

 

最後に、「ダメなやつは、自分の経済圏に入れない。」というのが、非情なよう

ですが、やっぱりそうだよね。というような共感を覚えました。組織の中では、

なかなか難しいところですね。 

 

今回も、有意義な音源をありがとうございました。 

 

鮒谷様にも、よろしくお伝え下さい。 

何卒、よろしくお願い致します。 

（Ｔ．Ｓ 様） 
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コミュニケーションは、私のいわば「苦手分野」でもあり、わらをも掴む

思いで聴かせていただきました。 

今回も素晴らしい音源ありがとうございました。 

 

コミュニケーションは、私のいわば「苦手分野」でもあり、わらをも掴む

思いで聴かせていただきました。 

 

まず、冒頭部分でお話のあった「言語で理由を記述する」という部分、What や

How に相当することはできるだけ言語化するよう努めてきたつもりですが、

Why は自分の頭の中で曖昧模糊としたままで、きちんと言語化できていないこと

に気がつきました。 

 

いくら What や How を並べ立てたところで、Why が明確になってないので自分

自身で納得がいってなかったのかなと内省いたしました。また、「理由のコン

ボ」という言葉も心に響きました。理由が複数あることで、諦める理由をつぶし

ていくということと理解しました。 

 

コミュニケーションについては、まずは「好かれる」こと、自分自身、いくらデ

キる人でも、気が合わない方とはつき合いたくないと感じているので納得でし

た。 

 

自分も相応の能力・実績を持たないと相手と同じステージに立てないと思い込ん

でおり、そのためにコミュニケーションに苦手意識を持っていた部分もあるので

すが、「ハブ＆コネクター」という役目もアリだということ、また、それにより

結果として能力も伴ってくるのは目から鱗でした。 

 

高井伸夫先生の数々のエピソードもたいへん刺激的でした。 

 

コミュニケーション能力は、現代において武力に代わるものであるというのは、

私も常日頃、痛感しているところです。 

 

コミュニケーションのとらえ方をもう一度考え直し、「武力」を手に入れるため

に精進していきたいと思います。 

（Ｈ．Ｍ 様） 
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今回は、コミュニケーション能力について、その能力がある人がどのよう

な事を意識されているのか具体事例で教えても下さってますが、それ以上

になぜコミュニケーション能力が必要なのか教えてくださった事が非常に

印象に残りました。 

鮒谷様 

 

この度は、貴重なお話を聞かせて頂き有り難うございました。 

 

今回はコミュニケーション能力というのがテーマでしたが、習慣化音源と同じよ

うに、「なぜ」についての答えがもっとも重要であると教えて頂きました。 

 

思い返してみると、なんとな～く大切そうだから、とにもかくにも How（やり

方、方法）を知りたいと飛びついて、つまみ食いをして、結局ものにならずに終

わるという事の繰り返しだったように思います。確かに、自分に身についたもの

を見てみると why が明確だったように思います。 

 

「why が明確になると人間は変われる」と仰っていたのは、実感として感じられ

る一方でつまみ食いで、終わっている事が如何に多いことか。何を取り組むにも

まずは、 why を明確にして取り組むように意識したいと思います。 

 

今回は、コミュニケーション能力について、その能力がある人がどのよう

な事を意識されているのか具体事例で教えても下さってますが、それ以上

になぜコミュニケーション能力が必要なのか教えてくださった事が非常に

印象に残りました。 

 

自分にとって必要な能力がコミュニケーション能力で、なぜ自分の世界が

広がっていかないか、分かったような気がします。 

 

その中で後天的に、コミュニケーション能力は高められると言って頂いたのは本

当に救いで、それを明かりにして、教えて頂いた事を日々実践していきたいと思

います。 

この度は、有り難うございました。 

（林 様） 
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今回の音源を通じて、自分の価値は、学歴、経歴、キャリア、スキルと言っ

たものだけでなく、ネットワークも含めて価値なのだということを深く理解

することができました。 

この音源を聴いて、海外の同僚に LinkedIn を使った評価の一つに、その人がどの

ようなネットワークを持っているかが重要なんだと言われたことを思い出しまし

た。その話しを聞いたときはよく分からなかったのですが、今回の音源を通じて、

自分の価値は、学歴、経歴、キャリア、スキルと言ったものだけでなく、ネ

ットワークも含めて価値なのだということを深く理解することができまし

た。 

 

今までも人間関係やネットワークの重要性を認識していましたが、なぜ重要

なのかという理解が浅かったことにこの音源を通じて気付かされました。 

 

人を紹介し、紹介される関係性を構築し、これからより良い人間関係をより一層広

げていけるように精進して参りたいと思います。 

 

今回もより良い気づきをいただける音源ありがとうございました。 

（Ｎ．Ｋ 様） 
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昨今リリースされているそれ以外の音源より若干お値段が高めな理由も納

得致します。期待以上プライスレスの価値提供でございました。ありがとう

ございます。 

「わらしべ音源」期待以上の内容でありました。（いつものことではあります

が）昨今リリースされているそれ以外の音源より若干お値段が高めな理由も

納得致します。期待以上プライスレスの価値提供でございました。ありがと

うございます。 

 

私は努力ゼロ／成果最大化（習慣音源）の後に聞いておりますので、特に習

慣化・理由付けの話が、筋トレの例からあらためて実感、とても響きました。

引き続き実践している１０分瞑想へ追い風となりました。 

 

○強烈な理由づけ、Why をビジュアル化、言語化してコンボとする。 

理由がないものは、そもそも頭と心のベクトルが一致していないので長続きしな

いので、あえてやらない。時間の無駄となることを改めて実感しました。 

 

昔、ドラッカーか何かの戦略論でありましたが、それをわかりやすい形で表現して

頂きました。自分の貴重で限られたリソース（資源・時間・お金）を最も有効に使

うために、複数の認知能力を同時並行で使わず、強烈な理由付け・ビジュアル化し

て、感情と紐付けて行動すること、しいては習慣化することが変化への道であるこ

とを理解しました。 

 

○愛される・好かれる人間となり、機嫌よく生きる（最終的に実力もある人間へ） 

よく考えてみると当たり前ですが、あまり聞かないようでしたので、新鮮であると

同時、無茶苦茶重要な要素であることを知りました。ありがたいことに後天的に学

べるものであること（他人と比較して天性だなと勘違いしておりました）。また、

自分がネットワークのハブとなり、そして、コネクターとなっていくこと。戦闘力

は自分＋ネットワークなので、自創拡大システムとして自分以外異質なネットワ

ークを少しづつ育てていくこと。１００人に好かれるプロジェクトを実行する。 

 

何度も聞けば聞くほど学びがあります。ありがとうございます。 

（根岸 薫 様） 
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今回の音源は、一見コミュニケーションをテーマにした音源でありつつも、

そこに付随して登場する重要なキーワード、概念の数々が散りばめられてい

て、自分にとってはまさに 

 

「繰り返し聞くたびに新しい発見がある」 

 

音源だと感じました。 

いつもお世話になっております。 

 

「リリース・アンド・キャッチ推奨」と拝見し、音源の紹介文も読まず、迷

わず購入しましたが大当たりの音源でした。 

 

最もそう感じたのは、音源のメインテーマからは脱線してしまうのですが、パート

3 の冒頭で登場する 

 

「気の乗らないことはやっては無駄」 

 

という言葉を聞いた時です。 

 

というのも、ちょうど今進めている仕事で、 

 

「なんとなく気が乗らないんだけど、やった方がいいこと」 

 

に直面していたところだったからです。途中までなんとか自分を奮い立たせて進

めてはいたのですが、音源を聞いて、「やらない」という決心がつきました。（もち

ろん、やらないことの結果は引き受ける覚悟したうえで。） 

 

自分にとってタイムリーな内容で大変助けられました。 

ありがとうございます。 

 

また、メインテーマであるコミュニケーションの戦略の内容では、 

 

「大前提として持っておくべき言語、姿勢」 

 

にハッとさせられました。 

 

自分自身のコミュニケーションのあり方を振り返ってみると、むしろ 20 代の頃
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の方が今よりも、フォーカスすべきところに自然と意識が向いていたからです。 

 

30 歳を過ぎた頃から、新たに出会う人には 

 

「メリットを提供すること」 

 

を重視するようになっていったのですが、この機会に改めて重視するポイントを

見直したいと思います。 

 

今回の音源は、一見コミュニケーションをテーマにした音源でありつつも、

そこに付随して登場する重要なキーワード、概念の数々が散りばめられてい

て、自分にとってはまさに 

 

「繰り返し聞くたびに新しい発見がある」 

 

音源だと感じました。 

 

非常に貴重な音源をありがとうございました。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（ＷＥＢ広告業 Ｎ．Ｔ 様） 
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コミュニケーションについて、これだけ多くの切り口から語られた書籍・

セミナーは存在しないと思います。 

いつも大変お世話になっております。河野徹と申します。 

表題の件に付きまして、以下記載させて頂きます。 

 

「気付いたことや深く学んだこと」 

→自身のこれまでコミュニケーションが「その場のお付き合いレベル」ともいえる

＜点＞で終わっていたこと。 

 

「特に印象に残ったこと」→高井先生の姿勢＜尽くすべくは尽くす＞＜なおに

なおなお＞。まさに＜ここまでやるか＞のレベル。想像もできなかったです。 

 

「今後活用できると思ったこと」→ストレス・課題の 90％は人間関係＆コミュニ

ケーション不足。公私に関係なく当てはまる事であると改めて学ばせて頂きまし

た。 

 

「決意したこと」→今一度、自身のコミュニケーションを見直す。そして今からお

互いにとって有益なコミュニケ—ション作りに励む 

 

「これから行動しようと思うこと」→＜what-why-what-hoｗ＞の順番を守る。

特に＜why＞を深堀して＜これでいいのか？＞の自問自答を深める。 

 

「これまでに参加・購入した他のセミナー（音源）との違い」→コミュニケーシ

ョンについて、これだけ多くの切り口から語られた書籍・セミナーは存在し

ないと思います。 

 

「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」→何回聞いても気

づきがある。学びがある。鮒谷さんの教えがあらゆる場面で活かせます。私

自身日々自分を書換え・上書を続けています。 

（河野 徹 様） 
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自分の数限りなくある弱点のうち特に苦手意識の強い「コミュニケーション

力」にとどまらず、やらねばならないことも知っている、やり方（もしくは

やり方の調べ方）も知っている、それなのにできていないことの全てに共通

する基盤となるものがここにあると今さらながら認識できました。 

今回の音源の主題はコミュニケーションについてでありましたが、他の音源と比

較して長い収録時間のうち、その多くの時間を「What」「How」ではなく「Why」

がなぜ重要なのか、なぜここから始めるべきなのかについてお話しされました。

TED talk でも Why の重要性などについて有名な動画もありますし、知識として

自分の脳の片隅に格納されてはおりました。しかし、図書館の地下室の薄暗い書庫

の片隅で、誰も手に取ることなくホコリをかぶっているような状態でした。 

 

今回の音源を聞き始めたとき、この前半の部分が脳に刺さり、この部分だけを何度

か聞き直すことになりました。 そして、自分の数限りなくある弱点のうち特に

苦手意識の強い「コミュニケーション力」にとどまらず、やらねばならない

ことも知っている、やり方（もしくはやり方の調べ方）も知っている、それ

なのにできていないことの全てに共通する基盤となるものがここにあると

今さらながら認識できました。 

 

コミュニケーション力は現在この世界をご機嫌に生きていく上で必須の能力であ

り、本来、いまの時点でこれを Why から見直しているようなことでは...と感じま

した。しかし、できていないならば人生のうち最も若い今日から、身につけていく

必要があります。そして、人と人をつなぐハブとなるということが、個人事業主や

経営者ではない１教員である自分に、どのように役立てることができるのか上位

から俯瞰的に考えるきっかけとなりました。まだ答えは出ておりませんが、な

にか大きな問題提起をしていただいた気がしています。 

（Ｔ．Ｍ 様） 
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コミュニケーション能力は後天的に身につけられ、筋トレと同じように鍛え

れば鍛えるほど上がるという言葉を信じて取り組んで行きたいと思います。 

今回の音源はまた頭をガツンと殴られた音源でした。 

 

コミュニケーション能力はありなしといった問題ではなく、あるのが前提。 

「自分はコミュニケーションの達人である」というアファメーションが最低限。 

コミュニケーション力がないというのは今やこれからの時代に何の武器がないの

も同じ。 

 

コミュニケーションそのものに対して自分がそこまで思いを馳せていない。一つ

一つのコミュニケーションにまで気を入れられてませんでした。 

 

コミュニケーションに関しては WHY と HOW が明確に結びつかないまま、HOW

のみを追いかけていた今に至っていました。頭でっかちの根がスカスカの状態。ア

ドラーが言うように人間関係の悩みはすべて対人関係。悩みの発生も解消もコミ

ュニケーション能力一つ。そこに何のためにコミュニケーションの達人を目指す

かが紐付いていない以上、テクニック的なことに陥り、気が入り切らない。 

 

WHY が明確になっていれば気を入れる一択しかない。 

 

人を介してビジネスを行う以上、「いい人」であることが最優先となる。でなけれ

ば、コミュニケーションのハブたり得ない。付き合う人毎に態度を変えていれば、

自ら信頼を損ねるようなもの。常に飾らずありのままでいながら、好かれるように

なるためにどのようなコミュニケーションを心がけるのかは自明のこと。 

この点でも自分は人を選んでいたり、自分の感情を優先したりするなど浅はかだ

ったと痛感しております。 

 

コミュニケーション能力は後天的に身につけられ、筋トレと同じように鍛え

れば鍛えるほど上がるという言葉を信じて取り組んで行きたいと思います。

この度も自分を省みるきっかけを与えてくださり、ありがとうございまし

た。 

 

今後とも宜しくお願いいいたします 

（片野 敬勇 様） 
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今回、コミュニケーション能力≒生きる力の価値について貴重な話を聴かせ

て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。 

 

この度も貴重な音源、本当にありがとうございます。 

 

今回の音源を聴いて、「why」、「what」、「how」が明確に切り分けること

ができました。 

 

鮒谷さんの筋トレのお話でも、「why」の重要性がよくわかりました。私も以前は、

付き合いでゴルフをしていましたが、それほど盛り上がらず。上手くなりたいとい

う意欲もそれほどなく、ただ何となくでした。だから、筋トレもせず。 

 

でも、2 年前にロードバイク と出会い、それきっかけで自分の中の「why」が明

確になり、毎日筋トレしています。そして、色々な理由のおかげでタバコすらやめ

ることができました。 

 

これは、自分の中で「why」が明確になったからだと思います。 

 

そして、今回のテーマだったコミュニケーション。この部分を考えた時に、

私自身もコミュニケーションは大事だと思っていながらも、「why」を明確

にせず、心のどこかで「how」を求めていたことに、音源を聴いて気づくこ

とができました。 

 

コミュニケーションが大事だということは分かっていても、自分の中でしっ

くりきてなかったのだと思います。心のどこかで、日記を書いていればそれ

なりにできるようになるだろうと考えていた部分と会社の中ではそれなり

にやれているし大丈夫だろという甘い考えをもっていたことにも気づくこ

とができました。 

 

少し勘違いしていた部分があるということです。 

 

会社の看板があるから知らない人にも会ってもらえるし、話も聞いてもらえる。そ

れは、私という人間ではなく会社という信用・信頼があるから。 
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その部分を改めて痛感しました。 

 

だから、「会社の看板が無ければ、どうですか？、やれますか？」ということだと

思います。 

 

自分個人でどうなのか、それが本当のコミュニケーションだということを実感し

ました。 

 

だからこそ、真のコミュニケーションとは、外部にあるということ。そして、100

人プロジェクトを実現するためにもコミュニケーションを高めることが大事だと

いうことです。 

 

そして、そのシンプルな一つの答えとして、「好かれる」ということ。これは、シ

ンプルですが、ベスト。 

 

話を聞いてもらえるのも、チャンスがもらえるのも、多少許してもらえるのも、全

て相手に対して好かれているから。 

 

逆の立場になって、同じくらいの能力がある二人に仕事を頼む時、どちらに頼みま

すか？ということ。自分は、可愛げのある方にします。 

 

そう考えると、コミュニケーションの前提として「価値提供する」、「プラスの価

値」、「気を入れる」ということ以前に、相手から好かれて話を聞いてもらえること・

信頼してもらえることが大事だということにも気づけました。 

 

そして、もう一つは、ハブ&コネクターのお話です。心のどこかで、自分の専門性

を高め、自分で全て解決するようなイメージがあったのだと思います。でも、結局、

それでは自分がボトルネックなるということです。 

 

そう考えると、ハブ&コネクターとして自分がハブになって、多くの人とコネクト

しその専門性を活かす・マッチングすることの方が、相手にとっても価値あるもの

だと気づくことができました。 

 

自分にとって、改めてコミュニケーション能力を高まる理由を自問自答し、より明

確にしたうえで、100 人プロジェクトに臨みたいです。それを実現していくこと

で、自分のプラットフォーム化が進んでいくということであり、それが人生が逓増

していくことにつながると信じています。 

 

今回、コミュニケーション能力≒生きる力の価値について貴重な話を聴かせ
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ていただきありがとうございました。 

 

これを機に更に精進していきます。 

（金融機関 Ｒ．Ｉ 様） 
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今回も、素晴らしい音源をありがとうございました。 

鮒谷様、セカンドステージ の皆様 

 

いつもお世話になっております、大嶋厚裕です。 

 

過日、「わらしべ音源」を購入させていただきましたので、感想を提出いたします。 

 

まず、「良樹細根」について。私がこの言葉を知ったのは、5,6 年前の平成進化論

においてでした。当時感銘を受け、まだお会いしたことのなかった鮒谷さんに感想

文を送らせていただき、お忙しい中にも関わらず丁寧なご返信をいただき、また私

が身を置いている業界の方のご著書を紹介していただいたことは、あれから 5、6

年経った今でもよく覚えています。 

 

当時も「良樹細根」という言葉はいい言葉だな、と思い感銘を受けたものでしたが、

今回わらしべ音源を聴かせていただいて久しぶりに（汗）その言葉を思い出し、ま

だまだ自分にはコミュニケーション能力も磨かねばならないし、ネットワークも

広げ触れ合う方に貢献する意識を持ち、行動にしていく必要がある、という思いは

変わらないですが、当時の自分と比べたら「良樹細根」という言葉が意味するイメ

ージが少しずつ明確になってきているのかも、と思いました。 

 

まずは「良樹細根」を Being 目標の一つに再び据え直すとともに、ここに「『理由』

のコンボ、『理由』の雪だるま」という言葉を載せようと思いました。自分にとっ

て「理由」は自尊心音源、当事者意識音源などでも何度も自問自答し、「理由」は

行動を起こす最大の原動力となる（特に、今まで抵抗があり、やらなかった行動を

起こすための原動力となる）ことを身体感覚を通じて徐々に理解しつつある、とい

う段階にあったため、「『理由』のコンボ、『理由』の雪だるま」という言葉はそこ

に強烈な援護射撃を頂いた、という感覚があります。 

 

少し話が脱線してしまうかもしれないのですが、鮒谷さんがここ数ヶ月筋トレに

励まれているのを当音源や他の音源でも拝聴しておりますが、とある動機により、

私も心肺持久力を鍛えようと思い立ち、まずは数キロのランニングから始めてい

るところなのですが、そこにはいくつもの理由（実利になるものから、なりたくな

い未来を避けようとすること、自尊心の向上、そして単なる快感まで）様々な理由

を紐付けることができたので、これは長続きするのでは、と密かに期待していま

す。学生の頃、体力テストでは殆どの項目で平均かそれ以上だったのに心肺持久力

だけ大幅に下回っている、ということが昔からのコンプレックスで、マラソン大会

などはいつも最下位近くでようやくゴールするといった有様でとても嫌だった記
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憶がありますが、これが克服できれば見える世界も全く変わってくるかも、という

ワクワクした気持ちを感じています。話が脱線し、失礼いたしました。 

 

「良樹細根」の世界を作り上げていきたいという「理由」はこれまたたくさんあり

ます。しかし、どちらかというと（数年前よりはましになったとはいえ）「コミュ

ニケーションが苦手、億劫」と心の奥底で感じ続けてきた自分としては、まずその

認識自体が誤ったものであるということを学びました。コミュニケーションにつ

いて、今までの自分は無意識のうちにことを荒立てないようにすることが最優先

で、そのために自己を犠牲にすることも仕方がない、あるいは自分のことをわかっ

てもらえなければ「あの人にはわからない」と自分の中で切り捨てるようなことを

するといったことが些か多いのではないか、と思い至りました。結果的に、わかっ

てもらえないこともあると思いますが、それを恐れてコミュニケーションそのも

のをやめてしまうのは本末転倒ですね。 

 

どうなりたいのか？その理由は？なぜ、コミュニケーションを磨くのか？その理

由は？このシンプルな問いを、様々な角度から自分に問いかけ、行動し、気持ちの

盛り上がりを感じているかどうか？を常にモニタリングしながら生きていきたい

と思います。 

 

今回も、素晴らしい音源をありがとうございました。 

今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

（大嶋 厚裕 様） 
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今回、音源を聞かせていただき、改めて今の状況でできるのだろうか？と

思いました。 

今回も貴重な学びをいただきありがとうございます。 

 

印刷の営業職を 35 年以上続けていますが、15 年前まで比較的自分主導で動け

ていました。 

そのころはハブ＆コネクトの真似事のようなことを 2，3 件やって、双方のお客

様の喜んでいただくことをうれしく感じ、仕事の面白さはこれではないかと思

い、売り上げは上がらなくともお役立ちできたことが重要でこれが 1 件でも 2

件でもやれたら自分のスキルが上がるのではないかと思っていました。 

 

しかしその後、大きなクライアントを担当することで、お客様主導のため自分の

時間に余裕がなくなりハブ＆コネクトができなくなりました。 

 

今回、音源を聞かせていただき、改めて今の状況でできるのだろうか？と

思いました。コロナの影響で業務量が減り、自分主導でできる時間も増え

たので考えてみたいと思います。 

 

それと、私も高校 3 年の冬休み、ロッドスチュアートの写真を持って理髪店に行

ったのを 

思い出しました。「その髪の量では無理！」の一言で終了でした（笑） 

（Ｈ．Ｓ 様） 
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今回の音源は、自身の様々な行動や「コミュニケーション」という言葉の

意味、それによって構築される人間関係などについて改めて自問自答のト

リガになる内容になりました。 

このたびは音源による講義有難うございました。 

 

まだ一度聴いたばかりですが、今回の音源は、自身の様々な行動や「コミ

ュニケーション」という言葉の意味、それによって構築される人間関係な

どについて改めて自問自答のトリガになる内容になりました。 

 

自身のコミュニケーション手法によりこれまでお付き合いしてきたそれぞれの人

とのつながり、それぞれの人とこれまで築き上げてきたもの、そしてこれからの

関係、また、それぞれの人に対して 

 

自分がどんな意思で接してきたか？ 

そこに何か想いや戦略などがあったのか？ 

いまそこに信頼関係はあるのか？ 

 

など。 

 

ただ、今分かっていることはそこに対して自分がどれだけ意識が低かったかこれ

まで貴重な機会をどれだけ無駄にしてしまったか。後悔というか無念でしかあり

ませんが。 

 

だからこれまでお付き合い頂いているかたにもこれから新たに出会うかたに対し

てもそこにある意識をもって行動できるように今は Why の深堀を一歩一歩積み

重ねておきたいと思っております。 

 

改めましてありがとうございました。 

（匿名 様） 
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たくさんのヒントをありがとうございました。 

音源聴かせて頂きました。 

 

前半２本はまるで今までの総復習みたいだなあと聴いていました。 

ポイントは「理由」が必ず何事にも必要なのだという事。理由が無いから続かない

し上手くいかない。 

 

後半２本から本題に入った感じで「好かれる」ということに如何に意識を傾けてき

たのか？好かれたことをその後にどう活かすのか？でしたが、好きになってもら

うということにそこまで意識をしてこなかったので、考えてみればそうだよなあ。

と。 

 

あざとくするわけではないのですがこれはかなり意識してやっていくだけで周り

は変わると思います。 

 

あとはハブを立ち上げ三本にする繋いで繋いであとはほっておく。するといずれ

自分に還ってくる。そこを意識してやっていくことが大事なのだと思いました。 

 

もうひとつ響いた言葉「人間関係は金になる」でした。 

これも確かにです。如何に繋ぐか？ちょうどＴｗｉｔｔｅｒが盛り上がっていま

すので対面でやれない分そちらで実践していこうと思いました。 

 

たくさんのヒントをありがとうございました。 

（都 様） 
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高いコミュニケーション能力が身についていれば、機嫌よく人生を過ごせ

る、という「Why？」につながる内容は、今の私自身にとってピンポイント

な時機で必要となる内容であったと考えています。 

鮒谷様 

 

この度もありがとうございました。 

 

久しぶりのライブ参加で、久しぶりの心地よい疲労感に懐かしさを覚えておりま

す。 

コミュニケーションについてのかなり詳細なお話、とてもありがたく拝聴してお

りました。 

 

高いコミュニケーション能力が身についていれば、機嫌よく人生を過ごせ

る、という「Why？」につながる内容は、今の私自身にとってピンポイント

な時機で必要となる内容であったと考えています。 

 

どうせ生きるのなら心地よく生きたいというのは自然に思うことであり、一方で

なかなか心地よく生きられない現実があるというギャップは、生きていくうえで

はある程度仕方ないことなのではないか、という諦めのような心境でこれまで過

ごしていました。 

 

けれども、コミュニケーション能力を身に付ける目的の一つとして「人生を機嫌よ

く過ごす」ことも含まれるということは、ギャップをすべてとはならなくてもかな

りの範囲を埋めることができるのではないか、という想いを抱きました。 

 

これは私自身にとっては突き動かされる動機となりそうで、常に頭に置いて、呪文

を唱えながら、日々過ごしていこうというふうに考えております。さらに、コミュ

ニケーションの動機の例として「好かれたい、愛されたい」ことがある、というお

話があったかと思いますが、新たな課題が目の前に現れたという気分でおります。 

 

別に好かれなくてもいいか、というような、職人気質っぽいような感じでいいや、

と思っていたのですが、一方で「このままいくと、自分の孤独化を促進していくよ

うな気がする」ということも同居している状態です。この状態にクエスチョンマー

クが立ちまして、痛いところを突かれたような感じがしております。 

 

コミュニケーション能力にベンチマークを設定するよいキッカケになるのではな

いかと思っています。 
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また、「気を入れる」ということに対して質問にお答えいただき、ありがとうござ

いました。ここ最近は、どうも気が乗らないような感じがしていて、それが日常の

いたるところに出つつある状況にありました。自分にハマりそうな言葉でいいか

ら呪文のように唱え続けるということはやっていくほうがいい、というのはあり

がたいご指摘です。 

 

まだまだ頻度が少ないので、この頻度を増やしつつ、質も言葉の量も高めていかね

ば、とブログ等での言語化を通して高めていくことを考えています。「呪文の質と

量と頻度を意識すること」を呪文の如く唱えながらブログ等を書いていこうとい

うところです。 

 

ブログや SNS での発信の良き理由が一つ増えたという心境です。かなりたくさん

の言葉のシャワーを浴びることができ、ほとんど消化できていないのが現実です

が（すみません・・・）、一気に理解することはできなくても一つ一つ身体に落と

し込んでいこうというところです。 

 

この度は、貴重なお話をありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいた

します。 

（金山 直志 様） 
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音源を聴かなければ、このまま、努力の方向を修正することなく知識や能力

の習得に注力して過ごす人生を過ごし、成果を出せないままだった可能性は

高かったと思います。 

本当に、この音源を購入してよかったです。 

鮒谷様 

スタッフの皆様 

この度は、わらしべ音源のご提供ありがとうございます。 

 

私は、コミュニケーション能力が低く、改善の余地がないと思い込み、意識を向け

ないようにしておりました。 

 

苦しい思い、恥ずかしい思いをしたくないとコミュニケーションを意識して

避けていましたが、これがボタンの掛け違いだと腹落ち致しました。 

 

成果を出すには、能力ではなく、まずは人から好かれること。この順番を誤ってお

りました。 

 

音源を聴かなければ、このまま、努力の方向を修正することなく知識や能力

の習得に注力して過ごす人生を過ごし、成果を出せないままだった可能性は

高かったと思います。 

本当に、この音源を購入してよかったです。 

 

理論理屈ではなく、理由付けが重要という筋トレの話は私にも共感出来る経験が

あります。 

理由付けとビジュアルを活用をあらゆる場面に組み込んでいきます。 

 

しばらくは繰り返して聴かせていただきます。 

 

以上を感想としてお送りさせていただきます。 

いつも音源をご提供下さりありがとうござます。 

（Ｋ．Ｇ さま） 
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行動や習慣化の原動力を授けてもらった気分です。 

鮒谷 様 

 

このたびもたくさんの気づきの提供ありがとうございました。 

躊躇なく音源購入をされている方々を尻目に、自分はいつもの価格から数割増し

の金額を見て、困ったな?と冷や汗かいておりました。...と言いながら、結局は財

布の中身から目を伏せ、習慣により購入（笑） 

 

音源案内メルマガの文面を拝見していて、普段と少し違った印象を感じたこ

とも、購入に至った理由の一つです。鮒谷さんの、この音源というかテーマ

というか、思い入れが普段にも増して迸っているように感じられまして。 

 

さて、本音源でもっとも印象に残ったのが、Why が明確にならないものは着手し

ない、という意思決定基準でした。このことについては、他のいくつかの音源内で

も同様のことを語っていらっしゃいましたが、今回は、鮒谷さんご自身の運動（筋

トレ）を具体例として、相当の時間と言語を割いた説明により、このことが、自分

の頭のなかでより鮮明に概念化されたように感じました。行動や習慣化の原動力

を授けてもらった気分です。 

 

そして、本音源のメインテーマである、コミュニケーション＆プラットフォーム。

私個人は組織の中の人間であり、音源の中で語られていた大組織の中の人と同様、

人間関係の相当の部分が組織の中で完結してしまっているような状態です。仕事

において、外部の業者さんや個人との付き合い（いい関係も早く縁切りたい関係も

笑）があり、また過去にも深浅様々な印象に残る付き合いがありましたが、契約完

了や当方の人事異動等でそれらはぷっつりと途絶えてしまうのが常。組織の人間

だからそれで仕方ないと観念していたのですが、本音源を聴いてそれではいかん

と思いました。 

 

普段から袖振り合う縁を大切にし、人に好かれるコミュニケーション力を高

めて、組織の外にも自分の人間関係のネットワークを広げていきたいと思い

ます。 

 

その手始めに、この感想は「実名で OK」でお送りさせていただきます（笑） 

 

また蛇足ですが、平成進化論の馴れ初めの話は大変興味深かったです。 

恥ずかしながら「良樹細根」という言葉を初めて知りました。含蓄ある、いい言葉

ですね。私の座右の銘といたします。 



■当音源（圧巻！鮒谷周史の「わらしべ」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/21ad2263/ 

 

以上、雑駁ですが感想とさせていただきます。 

このたびもありがとうございました。 

（並木 秀和 様） 
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自分の過去の失敗談を非常に楽しそうに話される鮒谷さんの声を聴いて私

も笑ってしまいましたｗ（スミマセン、、、）でもここに鮒谷さんのコミュニ

ケーション能力の高さを感じてしまったのもまた事実。 

鮒谷さん 

 

いつも貴重な学びをありがとうございます！ 

 

今回はコミュニケーションに関する音源という事で、私自身非常に興味、関心のあ

る内容で、コミュニケーションに特化した学びを、ここ最近実施した記憶がなかっ

た事と、鮒谷さんのコミュニケーション論を是非聞いてみたいと思い、購入させて

頂きました。 

 

実際に音源を聞かせて頂き、今回もたくさん刺さる言葉がたくさんありまし

たが、私が非常に印象に残っている件が、鮒谷さんの学生時代のパーマをかけたお

話しです。 

 

自分の過去の失敗談を非常に楽しそうに話される鮒谷さんの声を聴いて私

も笑ってしまいましたｗ（スミマセン、、、）でもここに鮒谷さんのコミュニ

ケーション能力の高さを感じてしまったのもまた事実。 

 

自分の過去の失敗談なんて、普通は隠したくなるもの。 

でもそれをオープンにして、しかも楽しそうに話す鮒谷さんに好感を抱いた方は

私だけではないと思います。 

 

そこがまさに鮒谷さんが音源でおっしゃっていた、「好かれる」を体現している個

所ではなかったのではないかと勝手に想像しておりましたｗ 

 

私も過去の失敗に関しては誰にも負けないくらいありますので、どんどん周囲に

失敗談を言いまくり、好感を集めたいと思いますｗ 

 

今回も大変勉強になるお話を誠にありがとうございます！ 

 

また音源等、購入させて頂きますので、今後とも宜しくお願いします！ 

（宮山 英明 様） 
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先日購入させて頂いた習慣音源とともに、繰り返し聞いて身体の芯まで浸透

させていきたいと思える内容でした。 

今回のコミュニケーション音源は、私にとってまさにこれを待っていまし

た！というべき内容でした。 

 

ネットワークを広げていくためには、何かしらの価値を提供できなければいけな

いということを考えた時に、自分として何が提供できるのだろうか、ということを

考えていましたが、まずは好かれることが重要であるというのは自分にとってあ

る種のパラダイムシフトであり、でも考えてみるとまさにそうだよなと納得でき

ることでした。それを実行するための自分なりの方法を模索していきます。 

 

また、コミュニケーション能力を身につけるべき理由についても、認識が希

薄であったことに気づくことができ、大変有益だったと感じています。人間

は生まれた時から社会的動物であり、1 人では決して結果を出すことはできない

と肝に銘じ、自らのコミュニケーション能力を磨いていきます。 

 

先日購入させて頂いた習慣音源とともに、繰り返し聞いて身体の芯まで浸透

させていきたいと思える内容でした。 

 

今後もメルマガ拝読しながら、自己研鑽に努めて参りたいと思います。ありがとう

ございました。 

（マーケティング Ｔ．Ｎ 様） 
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鮒谷さんのご説明は、圧倒的な学習と経験に基づくものだということが、今

回も感じることができました。 

大塚様 

 

いつもありがとうございます。 

 

鮒谷さんのご説明は、圧倒的な学習と経験に基づくものだということが、今

回も感じることができました。自信をもって説明することができるのは、そう

いった絶対的な裏打ちがあってこそのことなのだろうと考えています。 

 

私は今、会社勤めをしており、何時になるのか分かりませんが、退社後、何をして

世の中に貢献していけるのか、まだ考えがまとまっていない状況です。 

 

良樹細根、改めて、心に響きました。見えないところではありますが、しっかりと

根を張って、美しい樹を生やしていけるようにしていきたいと考えています。 

 

なかなか時間を取ることができないのですが、再度聞いてみたいなと思って

います。 

（匿名 様） 
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引き続き、リピート再生しつつ、他の音源も聞きつつ、相乗的に音源利用さ

せていただきます。 

今回の音源の名前が「わらしべ」となっていることに疑問をいだきつつ拝聴したの

ですが、聞き終わってなるほど！と思いました。 

 

コミュニケーションをとること、人と人とをつなぐこと、つなぐこと、は誰しもが

できることだと理解できたためです。 

 

今までは「何かしらの専門性がないとだめだ！」と思っていたのですがその前に

「専門性などなくてもできることをやっているのか？」という自分への問いが生

まれました。 

 

気を入れる音源や同床異夢音源にも通じていますが普段のあり方・気が入ってい

るか、という部分、ですね。 

 

自分だけのことを考えて自分だけでクローズしてしまっていないか？と、他者と

のコミュニケーションのとり方を通じて自分自身の思考の癖に気づくきっかけと

なりました。 

 

また、人のコミュニケーションのとり方に対して敏感になりました。 

この御方のこういう部分がいいなぁ（ちょっとした気遣いの言葉など）、態度だけ

で通じるかと思えるような部分でもあえて言葉にだしたり、逆に言葉に出さずに

態度で示されるという部分があったり、どのような価値観でどのようなコミュニ

ケーションをとっているのか？というアンテナができたことが大きな成果です。 

 

引き続き、リピート再生しつつ、他の音源も聞きつつ、相乗的に音源利用さ

せていただきます。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（エンジニア Ｍ．Ｍ 様） 
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今回の音源では、運動の話、高井先生の話、かんき出版の話など、鮒谷さん

自身の具体的な事例が多く、自分の脳の中で、イメージが膨らむ音源だった

と思います。 

今回の音源では、運動の話、高井先生の話、かんき出版の話など、鮒谷さん

自身の具体的な事例が多く、自分の脳の中で、イメージが膨らむ音源だった

と思います。 

 

また、直接コミュニケーションの話に入るのではなく、「WHY」の話から、入られ

たことも、興味深かったです。コミュニケーションはもちろん、その他の部分での

気づきも多かった音源でした。以下に２点、音源を通して、特に私の中で考えたこ

とを記します。 

 

１，自分の感情に敏感になること 

 

今回の音源では、What(何をするか)、How(どうやるか)よりも、Why(なぜやるか)

ということが重要だと、強調されていました。Must、Should では途中で折れて

しまうから、自分の感情が盛り上がる Why(理由)があるものをやろうと。 

 

しかし、現代人にとっては、情報が氾濫しすぎていて、その思いが Must、Should

なのか、自分の本来の感情なのかさえ、区別ができない場合が多いのではないかと

思いました。つまり、世間が良いとしているものを、自分の感情の高まりであると、

勘違いするケースです。 

 

他の音源で、「自分の感じる力を磨く」のようなことを話されていたと思いますが、

自分が何に対して本当に感情が動くのか、感じる力を養うことが大事だなと考え

ました。やはり、他人や環境に影響を受けないように、自分を見つめる時間が必要

なのだろうと思いました。 

 

２，多様性の重要さ 

 

今の世の中、多様性が必要とはよく言われたことですが、個人的にはしっく

りきていませんでした。画一的な組織よりも、多様性がある組織の方が良い

ような気がしますが、その理由は明確ではありません。しかしながら、今回

の音源にそれがしっかりと言語化されており、素晴らしい言葉を頂きまし

た。 

 

圧倒的に多くの具体や抽象を、多様な人のやりとりを通じてやりとりしていく、と



■当音源（圧巻！鮒谷周史の「わらしべ」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/21ad2263/ 

いう鮒谷さんのお話が心に刺さったのです。つまり多様な集団では、各々の情報の

重みが違うので、大きな価値を生み出しやすい、ということになります。 

 

また、このやりとりでは、具体と抽象をどんどん行き来しないといけないため、鮒

谷さんが自身を「自分は抽象の人間だが、具体にもこだわる」という話をされてい

たことにもつながりました。さらに、ピラミッドの上下を行き来するという話とも

つながり、視界がさらに開けたと感じました。 

 

いつもながら、良質なコンテンツのご提供ありがとうございました。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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私も「想い」は「好かれるように」と想っているけれども、本当に一挙手一

投足で、好かれる行動や対応ができているか、自省させられましたし、改め

て「好かれる人」「よい人」になっていこうと思いました。 

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。 

 

鮒谷さんのような、「逓増していくわらしべ長者な人生を歩みたい」と、改

めて思った音源でした。 

 

有形資産も無形資産も、こうやって形成されていくものなのですね。 

音源を拝聴して「知る」「わかる」になっても、「できる」とはまた別物で、その間

には見えない壁や、たくさんのテクニック、たくさんのＯＳも、まだまだたくさん

ありそうです。 

 

ただし、その中でも今回「好かれること」という大切なことを、音源内で表現して

くださったことは、「わらしべ長者のスタートの藁はここ（コレ）だよ」と示して

くださったように聞こえました。 

 

石川遼君の卒業文集にも、「世界一強いゴルファーだけれども、世界一好かれる選

手になりたい」と書いてあったことを思い出しました。 

 

私も「想い」は「好かれるように」と想っているけれども、本当に一挙手一

投足で、好かれる行動や対応ができているか、自省させられましたし、改め

て「好かれる人」「よい人」になっていこうと思いました。 

 

また、「好かれる人」「よい人」になると同時に、もう片腕の「すごい人」でもあり

たいものです。「すごい人」であれば、なおのこと「わらしべ長者」は加速してい

きますし、鮒谷さんがこの「よい人」と「すごい人」の両腕をムキムキに鍛えてこ

られたからこそ、今のような無駄な脂肪のない、筋肉質のビジネスや筋肉質の人生

になられたのだと思いました。 

 

まずは、「好かれること」「よい人」というスタートの藁を今回の音源で拾わせて戴

いたので、人から好かれるように、会う人会う人に、プラスの痕跡を残していける

よう、コミュニケーションに気を入れて、心掛けていくと共に、加速をつけるため

にも「すごい人」というもう片腕も鍛えていきます。 
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今回もたくさんの学びをありがとうございました。 

今年もよろしくお願いします。 

（桑原 孝太 様） 
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あなた様の 

 

鮒谷周史の、圧巻！ 

「卓越のコミュニケーション戦略＆ 

 プラットフォーム構築」で、 

わらしべ長者になる！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。 
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