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知的財産権等に関する記述 
 

【推奨環境】 

このガイドブック上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の

AdobeReader をダウンロードしてください。（無料） 

http://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

【知的財産権について】 

このガイドブックは、知的財産権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意いただき、ご利用下さい。 

 

このガイドブックの知的財産権は、制作者である大林亨輔に属します。 

知的財産権者の許可なく、このガイドブックの全部又は一部をいかなる手段においても複

製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

 

このガイドブックの開封をもって、下記の事項に同意したものとみなします。 

このガイドブックは秘匿性が高いものであるため、知的財産権者の許可なく、この商材の

全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

知的財産権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係

法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合

があります。 

 

このガイドブックに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を

得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

このガイドブックの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等があり

ましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願い

ます。 

このガイドブックを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パー

トナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 
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（第０章）「幸せ」になるには？ 
（はじめに、と言うか、いきなり結論） 
 

 

『幸せとは、マラソンではなく、ダンスである』 
 

 

実は、この「幸せ（人生）＝ダンス」という視点こそ、このガイドブック全体

を通してお伝えしたいことなのです。 

 

 

 

これさえ体感できてしまえば、その瞬間に、あなたは幸せです。 

自分らしく生きられます。 

 

どういうことか？ 

分かりやすく説明しますね。 
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「幸せ（人生）＝マラソン」だと見ると、いつ

までも不幸… 
 

一般的に、人生は「マラソン」のようなものだ

と思われがちです。 

 

⚫ みんなが、決められたゴールを目指している 

⚫ ゴールするまでは、未達成。（今はまだ、幸

せじゃない、と思っている） 

⚫ ゴールすれば、幸せになれる（と思いこんで

いる） 

 

言ってみれば、こんな状態です。 

 

すると、自分より前を走っている人が羨ましく

なります。 

自分のほうが脚が遅いのが、恥ずかしくなりま

す。 

自分より脚の早い人を見て、嫉妬します。 

 

 

  

https://the-compass.jp/?utm_source=guide001&utm_medium=footer&utm_campaign=guide001_footer


公式サイトはこちらをクリック 

■■■■ 自分らしくワクワク生きる！を実現する「コンパスボード」の作り方・使い方 ■■■■ 

  

 9 

 

さらに悲しいのが、「ゴールしても、幸せになれ

ない」ことです。 

 

人に決められたゴールを達成しても、嬉しいの

は、その時だけ。 

 

しばらくすると、「次のレースに参加して、そこ

でも勝たなきゃ…！」と、また終わりのない戦

いが始まります。 

 

いつまでも「もっと！もっと！」と、何かを追

い求め続けます。 

 

 

これが、「幸せ（人生）＝マラソン」という世界

です。 
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「幸せ（人生）＝ダンス」だと見ると、今この瞬間に

幸せ 

私は、人生は「ダンス」のようなものだと考え

ています。 

 

⚫ ダンスのやり方は、人それぞれ。十人十色。 

⚫ 自分らしく踊ればいい。他人のダンスを踊る

必要はない。 

⚫ 踊りきったら幸せ、ではなく、踊っている今

この瞬間が既に幸せ（楽しい）！ 

 

ダンスには、マラソンのような「勝ち負け」の

概念はありません。 

そこに「優劣」も「善悪」もない。 

人それぞれ、自分のスタイルがあるからです。 

 

もちろん、人によって「好み」はあるでしょう。 

あなたのダンスが好みじゃない人は、もしかしたら、ヤイヤイ言ってくるかも

しれません。 

 

でも、それは、「好み（スタイル）」の違いであって、「評価」ではないのです。 

 

みんな違って、みんな良いんです。（みつを） 

 

ヤイヤイ言ってくる人に合わせて、あなたのダンスを変える必要はありません。 

（むしろ、変えてしまうと、あなたらしさが無くなってしまいます）  
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（余談）ダンスの例えを教えてくれた、息子４歳 

 

このダンスの例え話は、息子 4歳が運動会で楽しそうに踊っているのを見て、

パッと思いつきました。 

 

息子には、いつも教えられてばかり。 

感謝感謝です。 
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自分のダンスを Enjoyしよう！ 

 

つまり、簡単にまとめると、 

⚫ （１）自分のダンス（自分らしさ）を楽しもう！（他人の評価・価値観は、

好みの問題） 

⚫ （２）踊りきったら幸せ、ではなく、踊っている今この瞬間が既に幸せ（楽

しい）！ 

という意識が大事、ということです。 

 

これが１００％腑に落ちてしまえば、９割がたクリアしたも同然で、もうこの

ガイドブックを読む必要は、ほぼありません。笑 

 

 

 

しかし、そうは言っても、 

⚫ 具体的に、どうすればいいのか？ 

⚫ その「自分らしさ（自分のダンス）」を見つけるには、どうすればいいのか？ 

⚫ 「今この瞬間が既に幸せ」というのは、どういうことなのか？ 

と疑問に思う人も出てくると思います。 

 

そこで、このガイドブックでは、その具体的な方法を、簡単に分かりやすく解

説していきます。 

 

ぜひ、楽しみながら読み進めてくださいね。 
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Enjoy Yourself！ 

Enjoy Your Dance！ 
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このガイドブックを読んでほしい方 
 

もしあなたが、 

 

⚫ 努力は報われる。何かを得ようと、変わりたいと、頑張っている。でも、空

回りしてる…。 

⚫ 周りの顔色を見てしまう、周りの評価が自分の評価、他人にどう思われる

か？気にしてしまう…。 

⚫ 自分らしく生きたい、自分らしくいたい、楽しく楽に生きたい、でも、どう

すれば？ 

⚫ 今は今で、そこそこ幸せ（だと思う）。だけど、もっと幸せになりたい。 

 

漠然と、上記のようなお悩みを抱えているなら。 

 

今日あなたに出会えて、本当に良かったです。 

 

私自身、過去同じように苦しんできました。 

 

「今の自分じゃダメだ」 

「変わらなきゃ」 

「自分ではない、優れた何かにならなきゃ」 

「もっと、もっと…」 

と思って、日々頑張っていました。 

 

「成長していた」と言えば聞こえが良いですが、

実際には、空回りしてばかりでした。 
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そんな私が、頑張ることをやめ、自分らしく生

きられるようになりました。 

 

他人の評価を気にせず、自分がワクワクするこ

とを見つけ、集中できるようになりました。 

 

一言で言えば、「今、すごく幸せ」です。 

 

そして、実はあなたも、今ここで幸せになれる

のです。 

（幸せになれる！とか言うと、なんだか怪しさ

１００％ですね。大丈夫です、壺を売ったりし

ないのでご安心ください） 

 

苦労して頑張る人生は、今日までで終わり。 

楽しくワクワクしながら幸せになったって、いいじゃないですか。 

 

このガイドブックは、あなたに、私のように苦しんでほしくない。 

今ここで幸せになってほしい。 

そして、自分らしくワクワク、毎日を笑顔で過ごしてほしい。 

 

そう思って、書きました 

 

あなたの日々が、幸せと笑顔にあふれることを願っています。 
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公式サイトはこちらをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この第１章は、コンパスボード公式サイトの「代表挨拶・プロフィール」の

ページに書かれている内容と同じです。 

既に上記ページをお読みの方は、第２章からお読み下さい。 
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（第１章）「自分らしく生きる」に至っ
たキッカケ 
 

 

自己紹介 
 

はじめまして。 

大林亨輔（おおばやし こうすけ）と申します。 

 

簡単に自己紹介させていただきますね。 

 

千葉県印西市で生まれ、今は千葉県柏市に住んでい

ます。 

 

妻と息子２人と、楽しく暮らしています。 

 

自分で言うのもアレですが、私は子供の頃から

「いい子」でした。 

 

⚫ 文武両道を目指し、部活（バスケットボール）と勉強を両立。 

⚫ 高校は、千葉県でも屈指の東葛飾高校へ。 

⚫ 大学は、指定校推薦で早稲田大学へ。 
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そして、大学を卒業してすぐに、ホームページ制作会社を立ち上げて起業。 

士業専門Webマーケティング会社の社長として、全国にサービスを展開してい

ます。 

（士業とは、税理士や弁護士といった職業のことです。そういう方々のホーム

ページ制作や、集客をお手伝いする仕事です） 

 

このように書くと、非の打ち所がないように思われるかもしれません。 

 

しかし、これは言ってみれば、「表向きの顔」「仮面をかぶった顔」でした。 

 

実際は、苦難の連続だったのです。 
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昔々、周りに流され、評価に苦しみ、残念な努

力をしていた、大林という男がいました 
 

私が起業した直後に立てた目標。 

 

それは、「年商２０億！」「社員数１００名以上！」

というものでした。 

 

超拡大思考だったのですね。 

（今思えば、何やってたんだろうな～、という

感じですが。笑） 

 

実際、周りの社長も、同じような感じでした。 

会社を大きくしたり、上場を目指したり。 

 

自然と私も、「社長とはそういうもの」「起業と

はそういうもの」「強く大きくなるべきだ！」と

信じて疑いませんでした。 

 

「お客様のために、あんなことも、こんなこと

も、やろう！」と、どんどん行動し続けていま

した。 

 

（裏の気持ちとしては、「本当はソレやるの面倒

だし、やりたくないんだけど、周りの人が喜ん

でくれれば自分の評価も高まるからやろう」的

な感覚でしたが、当時は自分の気持ちを押し殺
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して、他人のことばかり優先していました） 

 

前述のお話と照らし合わせれば、私は完全に「マラソンのように、誰かが決め

たゴールを目指していた」わけです。 

 

そんな起業当初は、順調に成長していました。 

売り上げも増え、社員も徐々に増えていきました。 

 

しかし、ある時から歯車が狂いだしたのです。 
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頑張っても頑張っても、幸せになれない… 
 

ある時から、頑張っても頑張っても、すべてが

空回りするようになり始めました。 

 

⚫ 頑張っても頑張っても、なかなか売上が上が

らない。 

⚫ 人間関係のトラブルも増える。 

⚫ イライラして家族に当たってしまう。 

 

あんなに仕事が好きだったのに、仕事に行くの

が苦痛になり、嫌で嫌で、毎朝起きると涙が流

れました。 

 

でも、社長なんだから、社員を引っ張っていか

なくてはいけない。 

お客様に喜ばれなくてはいけない。 

弱音を吐いてはいけない。 

 

そうやって、体に鞭打って頑張り続けました 

 

でも、頑張っても頑張っても、いつまでも幸せ

になれないんです。 

 

いつも不安、焦り、周りとの比較、自分を大き

く見せようと背伸びしていました。 
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楽しみにしていたディズニー旅行で、倒れる 
 

そんな中、つかの間の休みに、家族と、一泊二

日で大好きなディズニーランドに行きました。 

 

「いつも頑張ってるんだから、今日くらい思い

っきり楽しもう！」 

 

しかし、到着してすぐに、まさの体調不良。 

いや、体調不良なんていう、軽いものではあり

ませんでした。 

 

激しい腹痛、頭痛、寒気、めまいに襲われ、救

護室に運ばれました。 

 

一泊二日の初日の午前で倒れ、丸２日間、ホテ

ルのベッドで寝ているしかない。 

 

窓の外からは、楽しそうな声が聞こえてくる。 

 

（妻は無言で息子２人を見てくれていましたが、

どこか「こんなときに体調不良なんて」という

感じが滲み出ていました。本当に申し訳ない…） 

 

病院でも検査してもらったのですが、原因不明

の一言。 
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「毎日頑張ってきたのに、大好きな家族との時間も、満足に過ごせないのか…」 

 

そうやって、仕事もプライベートも、ボロボロになっていきました 
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そんな私を救ってくれた、妻の一言 
 

そんボロボロな私を救ってくれたのが、妻のまりこでした 

 

当時、精神的にも限界だった私は、ふと思ったのです。 

 

「まりこは、私がどんな夫だったら幸せなんだろう…？」 

「大企業の社長夫人であることが、まりこの幸せなんだろうか…？」 

 

思い切って妻に聞いてみたところ、こんなことを言ってくれたのです。 

 

 

『こうすけが、毎日好きなことして、 

笑ってくれてたら、私も幸せだな～』 
 

 

この一言を聞いて、涙が溢れました 

 

⚫ あぁ、優れた自分になる必要はないんだ。 

⚫ 今の自分のままで、そのままで笑っていていいんだ。 

⚫ 「～～を手に入れたから幸せ」なんじゃなくて、「今ここ幸せ」なんだ。 

 

この時から、私は、頑張ることを手放しました。 

 

（あとから聞いたら、妻は「私、そんなこと言ったっけ？」と忘れていました

が。笑） 
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すべては、自分を守るための「鎧」だった 
 

大きな売上も、社員の数も、地位や名声も、す

べては「優れた社長だと思われたい」という気

持ちがベースにあったのです。 

 

（優れた社長＝大きな売上・多くの社員数とい

う、世間の価値観に振り回されていたんですね） 

 

⚫ もっと結果を出せば、幸せになれる 

⚫ アレを手に入れれば、幸せになれる 

⚫ もっと多くの人に愛してもらえる 

 

しかし、それは勘違いでした。 

 

妻の一言で、この勘違いに気づけたのです。 

 

自分の幸せは、こっちの方向にはないんだ、と。 

 

今思えば、売上額も社員数も、自信のない自分

を守るための鎧のようなものだったのです。 

 

ほら、こんなに強いんだよ！大きいんだよ！優

れてるんだよ！みたいな感じですね。 
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そして、鎧がどんどん重くなって、厚くなって、自分が見えなくなっていきま

した。 

動けなくなっていきました。 

 

妻の一言で、この無意味な鎧を手放せたのです。 

 

 

 

（余談）拡大思考について 

 

私は、拡大思考を否定したいわけではありません。 

 

「良い悪い」ではなく、「自分に合うか？合わないか？」という話です。 

 

「その方向に、自分の幸せがあるか？」が大事、ということですね。 
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「今ここ幸せ」が、さらに福を呼んできた！ 
 

そこから、私の日々は一変しました。 

 

⚫ 仕事時間は、以前の半分以下になりました。 

⚫ にもかかわらず、会社の売上は伸びました。 

⚫ 心からやりたい、ワクワクする仕事に方向転換し、集中できるようになりま

した。 

⚫ 家族との時間も増え、濃度も濃くなり、笑顔が溢れました。 

⚫ 趣味の筋トレや読書の時間も、増えました。 

 

無理して頑張っていた頃は、何一つ手に入らなかったのに。 

 

自分らしく、ワクワクすることを追い始めたら、楽しく進めてしまったのです。 

 

 

そんな時、こんな言葉を知りました。 

 

 

「喜べば、喜びごとが、喜んで、 

喜び集めて、喜びに来る」 
 

 

本当にそのとおりだな、と確信した次第です。 
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 公式サイトはこちらをクリック 
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（第２章）あなたを幸せから遠ざける、
「人生の罠×２」とは？ 
 

この自分自身の経験を経て、私は、「人生の罠×２」に気付けました。 

 

その２つとは、 

⚫ （１）そもそも、目指している「幸せの方向」がズレている 

⚫ （２）「今はまだ、幸せじゃない」をベースに生きている 

というものです。 

 

どういうことか？ 

 

詳しく解説します 
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（罠１）そもそも、目指している「幸せの方向」

がズレている 
 

一般的に、「努力」や「幸せ」は、以下のようなイメージで理解されていると思

います。 

 

（Step1） 

今は、まだ 

幸せじゃない 

⚫ 何かが足りない、欠けている。 

⚫ アレを手に入れれば、コレを達成すれば… 

⚫ 今もそこそこ幸せかもしれないが、もっと… 

 

そんな感覚があって、「今はまだ幸せじゃない」と感

じている 

（Step2） 

幸せになるには、 

「努力（行動）」が 

必要不可欠 

⚫ 「頑張れば、努力すれば、幸せになれる」 

⚫ 「幸せになれないのは、努力が足りないからだ」 

⚫ 「アレを手に入れれば、幸せになれるはずだ」 

そう思って、頑張る。 

 

人によっては、目標設定をして、それを目指す。 

目標！なんていう大それたものでなくても、「こうな

りたい」「あれが欲しい」「これがしたい」といった行

動も、すべて同じこと。 

（Step3） 

努力や行動の結果、 

幸せになれるはずだ 

⚫ 「苦労の先に、幸せが待っている」 

⚫ 「このつらい状況を乗り越えれば、明るい未来が

待っている」 

 

そう信じて、今日も「幸せじゃない一日」をスタート

する…。 
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そう、最初にお伝えした「幸せ（人生）＝マラソン」のようなイメージですね。 

 

多かれ少なかれ、「努力」や「幸せ」について、上記のようなイメージをお持ち

ではないでしょうか。 

 

しかし、断言します。 

 

努力しても、幸せにはなれません。 

仮に目標を設定し、頑張って達成しても、幸せにはなれません。 

 

なぜか？と言いますと… 
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多くの努力・目標は、「愛されるため」のもの 

 

結局のところ、多くの努力や目標は、「もっと愛されるため」のものなのです。 

 

言葉を変えれば、「世間に評価してもらうため」のもの、とも言えます。 

 

⚫ 「もっと～～があれば、自分の価値が高まる（はず）」 

⚫ 「人に喜ばれることをすれば、自分にもプラスになる（はず）」 

⚫ 「今と違う自分になれば、認めてもらえる（はず）」 

⚫ 「頑張れば、もっと愛してもらえる（はず） ※逆に言えば、頑張らないと、

愛してもらえない（はず）」 

 

具体的には、以下のような感じです。 
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よくある失敗 例 

周りの反応が気になり、 

自分の人生を 

生きられない 

⚫ こうすれば喜ばれるだろうから、自分の気持

ちは後回しにしよう… 

⚫ 親に申し訳ないから、今の仕事は続けよう… 

不安・恐れの 

感情をベースに、 

頑張ってしまう 

⚫ 今の貯金だと少なすぎる。もっと仕事を頑張

らないと… 

⚫ この歳になっても結婚してないなんてヤバ

い。婚活しなきゃ… 

マーケティングの 

餌食になる 

 

⚫ 「手に職があれば安心」と聞き、興味のない

資格取得を目指す 

⚫ いつまでも自分磨きをし続ける 

「べき論」に 

とらわれてしまう 

 

男なら～であるべき、女なら～、母なら～、社長

なら～、家族がいるなら～、結婚してるなら～、

高齢なら～ 

比較・競争に 

駆り立てられる 

 

⚫ あの人よりも 

⚫ あの会社よりも 

⚫ ～～よりも 

義務感に 

苦しめられる 

 

⚫ ～～くらいできるようにならないと… 

⚫ ～～くらい、できて当たり前… 

世間体・周りからの 

評価に振り回された 

目標を目指してしまう 

 

⚫ 年収 1000 万円あれば、一流と言われるから

～ 

⚫ あの会社に入れば、優秀だって認めてもらえ

るから～ 
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このように、無意識に周りの価値観・評価に振り回されてしまうのです。 

 

確かに、これらの努力が実れば、一時的には嬉しいかもしれません。 

 

しかし、真の意味で「幸せか？」と言われると、幸せにはなれないのです。 
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愛されるための目標 ＝ 世間の価値観に振り回されてい

る 

 

つまり、「そもそも、頑張る方向が違う」のです。 

 

例えるなら、あなたの真の幸せは北にあるのに、世間に「南に行くとハッピー

だよ～」と言われ、南に向かって頑張って全力疾走しているようなものです。 

 

これでは、頑張れば頑張るほど、幸せから遠ざかっていきますよね。 

 

方向が違うことに気づかず、もっと！もっと！と頑張り続けてしまうのです。 
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「Have（～～がほしい）」「Do（～～したい）」に振り回さ

れてはいけない 

 

実は、 

⚫ 「Have（～～がほしい）」 

⚫ 「Do（～～したい）」 

という動機で頑張り始めると、世間の価値観に

振り回されやすくなります。 

 

簡単な例を挙げれば、 

⚫ 年収 1000万円になりたい（そうなれば、男

として認められるから） 

⚫ タワーマンションに住みたい（そうすれば、

お金持ちだと思ってもらえるから） 

⚫ 高級ホテルに泊まりたい（SNS にアップし

て、皆に自慢したいから） 

みたいな感じですね。 

 

もちろん、本心から「年収 1000 万円になりたい」と思い、そのプロセスも心

から楽しんでいるなら、何も問題ありません。 

 

しかし多くの場合、「年収 1000万円ある人＝かっこいい、一流」のような世間

のイメージを追いかけているだけ、だったりします。 

 

これでは、いくら多くのものを手に入れ、成し遂げ、達成したとしても、いつ

までも不幸なままなのです。 
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（罠２）「今はまだ、幸せじゃない」をベースに

生きている 
 

 

多くの人が「あと 20％」を求め続ける 

 

とある研究によると、多くの人は、「今より 20％収入が増えたら…」と思って

いるそうです。 

 

言い換えれば、「あと 20％増えれば、幸せ（安心）な感情を得られるのに…」

と思っているわけです。 

 

では、収入が 20%増えたら、幸せになれるのでしょうか？ 

 

いいえ、違います。 

20％増えても、結局また「あと 20％増えたら…」と悩み続けるのです。 
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「もっと～～だったら…」の無限ループです。 

 

これは、収入（お金）に関する研究結果ですが、お金以外も同じです。 

 

まやかしの努力や、偽りの目標に向かって頑張っても、いつまでも幸せにはな

れない、ということです。 
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「幸せな未来」は、一生やってこない 

 

実は、「～を手に入れれば、幸せになれる」と思って頑張っても、一生その「幸

せな未来」はやってきません。 

 

なぜなら、幸せは「今」しか感じられないからです。 

人間が実感できるのは、「今」しかないのです。 

そして、人生は「今」の積み重ねです。 

 

つまり、「幸せな未来を目指して頑張る（今はまだ、幸せじゃない、と思ってい

る）」と、「未来のある日になっても、また幸せな未来を目指して頑張る」とい

う状況が、延々と続くのです。 
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実際、死を間近に迎えた末期患者の後悔の上位は、 

⚫ もっと、自分らしく生きればよかった 

⚫ あんなにガムシャラに働かなくてよかった 

という言葉がランクインしています。 

 

～書籍『The Top Five Regrets of The Dying』より～ 

 

 

 

 

 

 

  

https://the-compass.jp/?utm_source=guide001&utm_medium=footer&utm_campaign=guide001_footer


公式サイトはこちらをクリック 

■■■■ 自分らしくワクワク生きる！を実現する「コンパスボード」の作り方・使い方 ■■■■ 

  

 41 

 

今不幸なら未来も不幸。今幸せなら未来も幸せ 

 

ブッダの言葉に、こんなものがあります。 

 

 

『自分の内面で肯定し、意識を注ぐものは、 

その人の人生と世界において拡大する』 
 

 

これを図にすると、こうなります。 
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今不幸なら未来も不幸 

 

つまり、「今、マイナスの感情をベースに生きていると、未来もマイナスがその

まま大きくなるだけ」ということです。 

 

例えるなら、怖い犬から逃げようとしたら、もっと吠えて追いかけられてしま

う、みたいな感じです。 

 

恐れが、どんどん大きくなっていきますよね。 

 

それと同じで、例えば「お金が心配だから、もっと仕事を頑張ろう」とすると、

いくら頑張っても、将来も「お金が心配だから…」と頑張り続けることになり

ます。 

 

エンドレス・不幸ゲームです。 
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今幸せなら未来も幸せ 

 

ということは、です。 

 

逆に言えば、「今、プラスの感情をベースに生きていると、未来もプラスの出来

事がやってくる」ということです。 

 

私の例で言えば、「ワクワクする仕事に集中したら、仕事時間も短くなり、売上

は伸びた」わけですが、まさにコレです。 

 

先ほどの「喜べば、喜びごとが、喜んで、喜び集めて、喜びに来る」状態にな

れる、ということです。 
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「類は友を呼ぶ」は、科学的にも証明済み 

 

昔から、こんなことわざがあります。 

 

⚫ 笑う門には福来る 

⚫ 和気財を生ず 

 

これらは、「プラスの感情でいると、プラスの出

来事が引き寄せられる」ことを言っています。 

 

逆に、こんなことわざもあります。 

 

⚫ 泣きっ面に蜂 

⚫ 弱り目に祟り目 

 

これらは、「マイナスの感情でいると、マイナス

の出来事が引き寄せられる」ことを言っていま

す。 

 

 

 

ちなみに、量子論（つまり、最新の物理研究）の世界では、「同じ性質のものが

引き寄せ合う」ことが、科学的に証明されています。 

 

つまり、今は少しスピリチュアルだと思われている「引き寄せの法則」は、科

学的に正しい、ということです。 
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つまり、「今、幸せである」からスタートしよう、

ということ 
 

ここまでの話を簡単にまとめると、 

 

⚫ 自分が望む「幸せ」の方向を明確にする 

※別の言葉で言えば「自分らしさ」を明確にする 

⚫ （２）「今、幸せである（いい気分）」からスタートする 

 

この２つが、とても大事だ、ということです。 

 

そして、この２つを実現させるのが、私が開発した「コンパスボード」なので

す。 

 

 

補足 

 

最初にお話した、ダンスの例えの時にもお伝えしたとおりですね。 

 

⚫ （１）自分のダンス（自分らしさ）を楽しもう！ 

（他人の評価・価値観は、好みの問題） 

⚫ （２）踊りきったら幸せ、ではなく、 

踊っている今この瞬間が既に幸せ（楽しい）！ 

 

でしたよね。 
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（余談）あなたが幸せなら、周りも幸せ 
 

人間をコップ、幸せを水のようなものだと思ってください。 

 

図にすると、こんな感じです。 

 

 

 

コップに水が少ない状態だと、「周りに分けてあげる」のが難しくなります。 

分けてあげたとしても「やってあげている感」がにじみ出ます。 

 

「私も少ないけど、分けてあげたんだよ。感謝してよ。」的な。 

ちょっと嫌ですね。 

つまり、幸せも「無い袖は振れない」のです。 
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逆に、コップに水をどんどん注いでいけば、いつか溢れます。 

すると、勝手に周りに広がっていきます。 

 

つまり、「自分が幸せ」というのは、「周りも幸せ」につながっているのです。 

私はこれが、真の意味での貢献だと感じています。 

 

（ちなみにこのお話は、心理学では「シャンパンタワー理論」と呼ばれていま

す） 

 

なので、安心して、まずはあなたが最初に幸せになって下さい。 
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公式サイトはこちらをクリック 
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（第３章）自分らしくワクワク生きる！
を実現する「コンパスボード」とは？ 
 

 

コンパスボードとは？ 
 

コンパスボードとは、私が開発した、「自分らしくワクワク生きるためのツール」

です。 

 

もっと言えば、「あなたの幸せの方向を指し示し、幸せ軸をカチッと合わせてく

れる指針」になってくれる、まさに「人生の羅針盤（コンパス）」なのです。 

 

具体的には、「自分の理想の一日をビジュアル化したもの」なのですが、実物を

見たほうが分かりやすいですよね。例えば以下は、私のコンパスボードです。 
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（「ビジョンボード・宝地図に似てる」と思われた方もいるかもしれません。見

た目は似ているのですが、大きな違いがあります。詳しくは後述しますね） 

 

ではなぜ、コンパスボードがあることで、自分らしくワクワク生きられるのか？ 

 

簡単に解説します。 

 

（コンパスボードの具体的な作り方も、このあと解説しますので、楽しみにし

ていてくださいね） 
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コンパスボードの鍵は、「理想の状態（Be・在

り方）」と「動機（Why）」 
 

コンパスボードの鍵となるのが、 

⚫ 「理想の状態（Be・在り方）」 

⚫ 「動機（Why）」 

の２つです。 

 

順番に解説していきます。 
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（１）「理想の状態（Be・在り方）」とは？ 

 

コンパスボードで表現するのは、「～したい（Do）」「～がほしい（Have）」とい

ったものではありません。 

（ここが、ビジョンボードや宝地図と、大きく異なる部分です） 

 

コンパスボードには、「理想の状態（Be・在り方）」が表現されています。 

 

私のコンパスボードでいうと、以下の部分（コンパスボードの外側１周）が、

私にとっての「理想の状態（Be・在り方）」です。 
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在り方とは、一言で言うと、「あなたの心の状態」です。 

 

⚫ ワクワクしているのか？ 

⚫ 怒りを感じているのか？ 

⚫ 悲しみを感じているのか？ 

⚫ 焦りを感じているのか？ 

 

他にも、それこそ無限の「在り方」があります。 
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当たり前ですが、あなたも、幸福感に満たされた状態（在り方）でいたいです

よね。 

 

⚫ あなたが、何に喜びを感じるのか？ 

⚫ 何に充実感を感じるのか？ 

⚫ 何にワクワクを感じるのか？ 

 

上記のような、プラスの感情で満たされた状態が、あなたの人生を幸せに彩る

「在り方」です。 

 

この在り方を整えることで、「あ、自分って、今既に幸せなんだ！」ということ

に、気づけるようになるのです。 

 

 

前述しましたが、「～～したら幸せ」「～～を手

に入れたら幸せ」というものではありません。 

「今すでに幸せ」という状態（在り方）になれ

るのです。 

 

そして、この「幸福感（自分って幸せだなぁ）」

という心の状態（在り方）でいられると、どん

どん幸せな状況やチャンスを引き寄せてくれる、

ということなのです。 

 

この、幸せな在り方を指し示してくれるのが、

コンパスボードの大事な役割なのです。 
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（２）「動機（Why）」とは？ 

 

動機（Why）とは、言ってみれば、「自分が何のために生きているのか？」です。 

 

私のコンパスボードでいうと、以下の中央部分が、私にとっての「動機（Why）」

です。 

 

極論すれば、「自分の人生の意味」です。 
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後述しますが、この動機（Why）は、「半径３メ

ートル以内の人」にあることが多いです。 

 

例えば、パートナー、家族、両親、親戚、親し

い友人、過去の自分、などです。 

 

多くの場合、こういった「半径３メートル以内

の人を、喜ばせたい、助けたい、救いたい」と

いう気持ちが、動機（Why）になっていたりし

ます。 

 

 

例えば、「奇跡のリンゴ」で有名な、木村秋則さん。

（画像引用：Amazonより） 

 

木村さんは、奥様が農薬アレルギーで、農薬散布

のたびに肌が荒れてしまっているのを見て、無農

薬のりんごを作ろう！と決意されたそうです。 

 

最初から「リンゴ業界に革命を！」とか思ってい

たわけではないのですね。 

 

  

https://the-compass.jp/?utm_source=guide001&utm_medium=footer&utm_campaign=guide001_footer


公式サイトはこちらをクリック 

■■■■ 自分らしくワクワク生きる！を実現する「コンパスボード」の作り方・使い方 ■■■■ 

  

 57 

 

ちなみに、マザーテレサの言葉に、こんなものがあります。 

 

家に帰って、 

家族を大切にしてあげてください 
 

～マザー・テレサ～ 

 

ノーベル平和賞受賞時に、「世界平和のために、私たちはどんなことをしたら

いいですか」とたずねられた際に答えた一言。 

 

動機は、大きなものである必要はありません。 

 

と言うか、意外と近くにあるんですね。 
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「理想の状態（在り方・Be）」と「動機（Why）」。 

 

この２つが、あなたの幸せ軸をカチッと合わせ、進む方向を示してくれるコン

パスになるのです。 
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コンパスボードの役割 
 

コンパスボードには、主に３つの役割があります。 

 

⚫ （役割１）「今ここ幸せ」を生み出す 

⚫ （役割２）あなたが進むべき、具体的な道（好きなこと、ワクワク）を 

示す「コンパス」になってくれる 

⚫ （役割３）周囲との調和（家族、会社、部活動、など） 

 

これらについて、順番に解説していきます。 
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（役割１）「今ここ幸せ」を生み出す 

 

前述の通り、幸せとは、「～～したら幸せ」「～～を手に入れたら幸せ」という

ものではなく、「今幸せだから、将来も幸せな状態を引き寄せられる」ものです。 

 

そのため、今この瞬間に幸せを感じられるようにしたい（簡単に言えば、「今、

いい気分でいたい」）わけですが、ここにコンパスボードが一役買ってくれます。 

 

コンパスボードは、自分が理想とする「幸せな在り方（理想の１日）」をビジュ

アル化したものです。 

 

コンパスボードを見ることで、自分自身の幸せをイメージでき、今すぐ幸せな

感覚を味わうことができます。 
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（役割２）あなたが進むべき、具体的な道（好きなこと、ワ

クワク）を示す「コンパス」になってくれる 

 

勘違いされやすいのですが、コンパスボードというのは、「達成すべき最終ゴー

ル」ではありません。 

 

言うなれば、コンパスボードは、「あなたが進むべき、具体的な道を示すコンパ

ス」なのです。 

 

（一般的に「コンパス」は、別に、ゴールにあるものではないですよね。今こ

の瞬間に、あなたの手の中にあって、進むべき方向を指し示すものです。それ

と同じです。） 

 

どういうことか？ 

 

これは、人間の脳の仕組みにも関わっているのですが、分かりやすく説明しま

すね。 
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脳の自動情報ふるい分け機能「RAS」について 

 

人間の脳というのは、とても高性能で、「あなたにとって必要な情報だけを、ふ

るい分けして伝えてくれる」機能を持っています。 

 

これを、網様体賦活系（Reticular Activating System）と言い、通称「RAS（ラ

ス）」と呼ばれています。 

 

 

 

あなたの周りには、五感（目や耳、鼻など）を通じて、いろいろな情報が入っ

てきますよね。 

 

これらを全て意識していたら、情報量が多すぎて、脳がパンクしてしまうので

す。 

 

そこで、あなたの脳は、あなたにとって必要（だと思われる）情報だけを厳選

してくれるのです。 
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分かりやすく、いくつか例を挙げてみましょう。 

 

例えば、以下のようなことってありませんか？ 

 

⚫ 「車を買おう」と思ったら、歩いている時に、気になっている車種ばかり目

につくようになった 

⚫ 「引越ししよう」と思うと、物件情報がどんどん眼に入ってくるようになっ

た 

⚫ 「ハワイに旅行に行こう」と思うと、ハワイの情報がどんどん見つかるよう

になった 

 

１つ目の例で言うと、「自分が気になっている車

種が、その車種がいきなり増えた」わけではな

いですよね。 

 

そうではなく、「その車種を気にし始めたら、（今

まで気にしていなかったけど、）その車種が走っ

ていることに気付けるようになった」というこ

とです。 

 

 

このように、人間は、「自分がフォーカスしている情報を、無意識に選んでいる」

のです。 

 

別の言葉で言えば、「幸せにフォーカスすれば、幸せな状況を引き寄せる（自分

が幸せになるのに必要な情報に、気付けるようになる）」ということです。 
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コンパスボードが、あなたが進むべき道を教えてくれる 

 

コンパスボードを作ることで、あなたの脳の

RASが働き始めます。 

 

つまり、コンパスボードを起点に、いろいろな

情報（自分を幸せに導く情報）にアンテナが立

つようになる、ということです。 

 

そして、あなたに必要な情報に気付けるように

してくれます。 

 

⚫ もしかしたら、電車のつり革広告の中の一文に、ヒントがあるかもしれませ

ん。 

⚫ もしかしたら、カフェでたまたま隣に座った人が話した一言に、ヒントがあ

るかもしれません。 

⚫ もしかしたら、いつもなら小言にしか聞こえなかった上司の言葉の中に、ヒ

ントがあるかもしれません。 

 

これらのヒントは、RASがキャッチしてくれなければ、気付けないのです。 

 

コンパスボードがあることで、RASがこれらの情報をキャッチしてくれて、「そ

うか、こうしてみたら良いのかも！」のように、具体的な行動（How）が見つ

かります。 

 

これを追いかけていくと、あなたの幸せがどんどん膨らんでいくのです。 
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（役割３）周囲との調和（家族、会社、部活動、など） 

 

コンパスボードは、「あなたが描く幸せ像」を、周りにも分かりやすく伝えてく

れます。 

 

これにより、例えば 

⚫ 家族の絆が深まる 

⚫ チーム力が上がり、最大の力が発揮できる（会社・部活動など） 

といった効果もあります。 
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家族の絆が深まる 

 

コンパスボードを作って、部屋の中に飾ってお

いたとしましょう。 

 

すると、それを見た家族は、あなたの幸せ像を、

イメージで共有できるようになります。 

 

「この人は、こういうことに幸せを感じるんだ、

こういう未来を望んでいるんだ」ということが、

直感的に伝わるのです。 

 

 

（余談）他人が感じる幸せは、自分では分からない 

 

家族が望む幸せって、自分が勝手に「こうしてあげれば幸せだろう」って思

ってたりしますが… 

 

実は、他人がどんな状況に幸せを感じるか？は、自分では全く分からないも

のなんです。 

 

私も実際、「え、妻は、こういう日常が幸せなの！？」と驚いたことが、何度

もあります。 

 

だからこそ、イメージで幸せ像を共有するのは、とても大事なのです。 
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ちなみに、私と妻のコンパスボードを自宅のリビングに飾っておいたところ、

息子（４歳）がそれを見て、 

 

「これは、パパとママの好きなものを集めたの？いいね！」 

 

と言ってくれました。 

 

４歳の子供でも、直感的に分かるんですね。 
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チーム力が上がり、最大の力が発揮できる（会社・部活動など） 

 

コンパスボードは、チーム力アップにも効果的です。 

 

⚫ 例えば、お互いのコンパスボードをシェアし合ったり。 

⚫ チームとして、１つのコンパスボードを一緒に作ったり。 

 

こうすることで、お互いへの理解が深まり、方向性が明確になり、成果が加速

されます。 

 

営業成績が上がったり、阿吽の呼吸になれたり、といった感じですね。 
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（余談）従来の目標設定や、ビジョンボードと

の違い 
 

従来の目標設定との違い 

 

従来の目標設定は、いきなり 

⚫ ～～～したい（Do） 

⚫ ～～を手に入れたい（Have） 

などを決めようとしました。 

 

前述の通り、これだと、世間の価値観に振り回されがちで、自分が本当に望む

目標設定ができなかったりします。 

 

結果、せっかく目標設定しても、モチベーションが続かなかったりして、途中

で挫折してしまうのです。 
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ビジョンボードとの違い 

 

コンパスボードと似たものに、ビジョンボードというものがあります。 

 

ビジョンボードも、非常に効果が高いものです。 

（実際私も、ビジョンボードを活用していました） 

 

しかし、ここでも 

⚫ ～～～したい（Do） 

⚫ ～～を手に入れたい（Have） 

といった要素が先に決まっていくので、「理想の幸せな在り方（Be）」や「動機

（Why）」が抜けてしまいがちです。 

 

無意識に、自分の幸せな方向に沿ったビジョンボードを作れた人は、非常に上

手くいきます。 

 

しかし、ここでも、世間の価値観に振り回されてしまい、 

⚫ ～～～したい！（だって、そうすれば周りが褒めてくれるから） 

⚫ ～～を手に入れたい！（だって、それがあれば一人前と認められるから） 

のような視点でビジョンボードを作っても、なかなか実現できないのです。 
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公式サイトはこちらをクリック 
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（第４章）コンパスボードで、自分らし
い生き方に至る、４つのステップ 
 

 

コンパスボードを用いた自己実現の全体像 
 

ここまでで、「コンパスボードとは何か？」について、お話してきました。 

 

ここからは、一歩進んで、「コンパスボードを作ることで、どのように自分らし

い生き方に至れるのか？」について、お話していきます。 

 

まず、図を用いて、全体像を解説しますね。 
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① コンパスボードを作る 「あなたの理想の１日」をビジュアル化することで、 

今この瞬間に、幸せを感じられるようになる 

② 幸せの方向が定まる コンパスボードが、 

「あなたにとっての幸せ（自分らしさ）」を示してくれる 

③ パッションが見えてくる 簡単に言えば、「好きなこと」「ワクワクすること」 

「やりたいこと」「目標」が見つかる 

④ 幸せが膨らんでいく あなたも自分らしく自由に生き、 

周りにも最大限貢献できる 

 

 

①～④まで、順番に解説しますね。 
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①コンパスボードを作る（今ここ幸せ、今いい気分、になる） 

 

まず、コンパスボードを作り、「あなたの理想の１日」をビジュアル化します。 

 

「理想の１日」とは、別の言葉で言えば、「最高に自分らしい１日」とも言えま

す。 

 

極論すれば、コンパスボードは、「自分で見て、こんな状況幸せだな～、と良い

気分になれればいい」のです。 

 

具体的な作り方は後述しますので、ご安心下さい。 
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②自分の幸せ（ワクワク）の方向が分かる 

 

コンパスボードの使い方は、とても簡単です。 

 

一言で言えば、「毎日、見るだけ」です。 

 

（後述する、イメージトレーニングも活用すると、もっと強力です） 

 

コンパスボードを作ったら、手帳に挟んだり、部屋に飾ったりして、自然と目

に入るようにしておきましょう。 

 

コンパスボードを見ることで、「今ここ幸せ」な状態になります。 

 

これにより、あなたの脳の RASも、自動的に働き始めます。 
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ここまでにお話した、手順①②だけでも、十分に効果があります。 

 

前述のブッダの言葉の通り、「今幸せなら、将来も幸せ」だからです。 

 

コンパスボードを作り、毎日見て良い気分になる。 

 

これで、幸せスイッチが入ったようなものです。 

 

さらに、この後解説する手順③④を実践すれば、どんどん幸せが膨らんでいき

ます。 
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③パッションが見えてくる 

 

コンパスボードにより、あなたの RASが働き、あなたが進むべき方向を示して

くれます。 

 

そして、あなたのパッションが見つかります。 

 

パッションとは、「目標」と言っても良いかもしれませんが、そこまで大それた

ものをイメージしなくても大丈夫です。 

 

簡単に言えば、「好きなこと」「ワクワクすること」「やりたいこと」が見つかる、

ということです。 
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努力している気もなく、幸せに向かっていく 

 

「好きなこと」「ワクワクすること」「やりたい

こと」をやっている人は、純粋に、目の前のこ

とを楽しんでやっています。 

 

 

例えば、 

⚫ エクセルが大好きな経理部の Aさんが、心か

ら楽しんで経理の仕事をしている 

⚫ 脱サラして独立した陶芸家 Bさんが、１つ１

つにこだわってお皿を焼き上げる 

⚫ 編み物が大好きな専業主婦 Cさんが、作りた

いものを作って友人にプレゼントし、喜ばれ

る 

そんな感じです。 

 

 

こういう人たちは、周りから見ると、一見「努

力している、頑張っている、苦労している」よ

うに見えるかもしれません。 

 

しかし、当の本人は、頑張っている感覚は一切

ありません。 

 

ただ、「楽しんでいる」だけです。 
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この「好きなこと」「ワクワクすること」「やりたいこと」を追いかけると、ど

んどん幸福度が増していきます。 

 

結果、あなた自信も幸せになり、周りにも最大限貢献できるようになります。 

 

これは、どういうことか？ 

分かりやすく説明しますね。 
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ワクワクには、方向性がある 

 

実は、「ワクワクには、方向性がある」ので、それを追い求めていくことによっ

て、自分の人生をよりより方向に進めていくことができるのです。 

 

この「ワクワクには、方向性がある」を、上手く説明してくれているのが、ス

ティーブ・ジョブズのこの言葉です。 

 

 

当時は、先々のために点と点をつなげる意識などありませんでした。 

しかし、今振り返ると、将来役立つことをしっかり学んでいたわけです。 

 

繰り返しですが、将来をあらかじめ見据えて、点と点をつなぎ合わせること

などできません。 

できるのは、後からつなぎ合わせることだけです。 

 

だから、我々は今していることがいずれ人生のどこかでつながって実を結ぶ

だろうと信じるしかない。 
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例えばスティーブ・ジョブズは、「宇宙に衝撃を与えるんだ！」という想いを胸

に、Appleを創業しました。 

 

ジョブズは、大学時代に「カリグラフィー」に興味を持ち、勉強していたそう

です。（カリグラフィーとは、文字を美しく見せるための技法のことです） 

 

また、「禅」などにも興味をもち、そこから学んだ「シンプル」の大切さを大事

にしていたと言います。 

これらが、ゆくゆくは、Apple の「シンプルでスマートな商品の数々」に反映

されていったのでしょう。 

 

 

 

カリグラフィーも禅も、それだけ見たら「スマートフォン」などには絶対に結

びつかないように思えます。 

 

しかし、ジョブズのワクワクの方向性からすると、しっかり結びついていたの

ですね。  
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意味がなさそうなワクワクも、追いかけよう！ 

 

コンパスボードを見ていると、一見、今の仕事

や生活とは関係ないようなワクワク（やりたい

こと）が出てくることが、多々あります。 

 

例えば、 

⚫ この映画、気になるな、観てみたいな 

⚫ なんだか、急にカラオケに行きたくなった 

⚫ ふと、「生け花でも習ってみようかな」と思

った 

のような感じですね。 

 

この時、 

「そんなの、やっても意味ないし…」 

「今さら、プロになれるわけでもないし…」 

のように、行動をストップしないで下さい。 

 

前述のジョブズのように、その時は、そのワクワクの意味は分からないもので

す。 

 

しかし、後から振り返ると、「あぁ、確かに繋がっていたんだな」と、つながり

が分かったりするのです。 

今の仕事や生活とは関係ないようなワクワク（やりたいこと）だったとしても、

どんどん追いかけましょう！ 

 

それが、あなたを幸せな方向へ導いてくれます。  
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④幸せが膨らんでいく 

 

上述の通り、パッションの方向に進むことで、あなたの幸せがより膨らんでい

きます。 

 

 

 

 

 

以上が、「コンパスボードで、自分らしい生き方に至る、４つのステップ」です。 
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公式サイトはこちらをクリック 

 

 

 

 

  

https://the-compass.jp/?utm_source=guide001&utm_medium=footer&utm_campaign=guide001_footer
https://the-compass.jp/?utm_source=guide001&utm_medium=footer&utm_campaign=guide001_footer


公式サイトはこちらをクリック 

■■■■ 自分らしくワクワク生きる！を実現する「コンパスボード」の作り方・使い方 ■■■■ 

  

 85 

 

（第５章）コンパスボードの作り方 
 

 

「理想の一日」をビジュアル化しよう 
 

では、いよいよ、あなたのコンパスボードを作ってみましょう！ 

 

コンパスボードを作る時の鍵は、 

⚫ 幸せな在り方（Be） 

⚫ 動機（Why） 

の２つです。 

 

とは言え、いきなり「理想の状態（Be）をイメージしましょう」と言われても、

分かりづらいですよね。 

 

そこで、「理想の一日」をビジュアル化することをお勧めします。 

 

例を挙げて解説しましょう。 
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例えば、以下は、私のコンパスボードです。 

 

 

 

具体的には、 

⚫ 理想の１日をイメージし、 

⚫ それに合う画像をネットで検索したりして、 

⚫ １つのボードにまとめていく。 

といった流れです。 

 

たったこれだけで、コンパスボードが作れてしまいます。 

 

以下、作り方を具体的にご紹介しますね。 
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「朝～夜を時系列」「中央に動機」にすると分か

りやすい 
 

作る時のポイントを挙げるとすれば、 

⚫ 朝～夜を「時系列」に並べる 

⚫ 中央に「動機」を置く 

⚫ （あれば）理想の存在を入れる 

にすると、まとまりのあるコンパスボードが作れます。 

 

私のコンパスボードを例に、説明しますね。 
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「朝～夜を時系列」に並べる 

 

私のコンパスボードの構成は、以下のようになっていますが、 

 

ざっくりいうと、以下のような順番で時系列になっています。 
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各画像の意味を、順番に解説しますね。 

 

 

 

⚫ ①まず朝起きると、さっそく講演依頼のメッセージが来ていて、それを見た

私は朝からハッピーな気持ちになります。 

⚫ ②朝食は家族でゆっくり食べます。 

⚫ ③午前中は筋トレに行き、１００％の力を出し切ります( ･`ω･´) 

⚫ ④その後、妻とゆっくりランチ。 

⚫ ⑤カフェで、次回作の本を書いて、 

⚫ ⑥趣味の読書をしつつ、 

⚫ ⑦夜家に帰ってくると、家族でディズニーファンを読みながら、今度行くデ

ィズニー旅行の計画を立てて、 

⚫ ⑧子供に絵本の読み聞かせをして寝る。 

 

そんな、私の理想の１日を、時系列で並べています。  
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中央に「動機」を置く 

 

そして中央⑨は、こんな在り方でいたいと思った、私の動機（Why）です。 

「なぜ、そう在りたいのか？」極論すれば「自分の人生は、何のためにあるの

か？」という部分です。 

 

私がこのコンパスボードに至ったキッカケでもあるのですが、私は、目標設定

で苦しみました。 

世間の評価を気にして、売上拡大や社員増加を目指していました。 

しかし、それは自分が心から求めているものではなく、結果も出ず、幸せにも

なれませんでした。 

 

そこで気づいたのが、「何かを手に入れれば幸せになれる」のではなく、「今こ

の瞬間が幸せで、それが未来の幸せをつれてくる」ということでした。 

 

そんな過去の自分を救いたい。 

そう思ったのが、私のキッカケです。 

 

だからこそ、まず自分が笑顔でいること。 

それが家族にも伝わり、ひいては、多くの人を救っていくことになる。 

 

これに気付けたのは、妻まりこの一言のおかげでした。 

 

そういう意味を込めて、自分も家族も笑っている写真を、中央に入れています。 
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動機は、最後でいい。最初は見えなくても良い 

 

動機（Why）は、最初はなかなか見えないものです。 

 

「理想の１日」を描いていくと、自然と「動機（Why）」が見えてくることが多

いので、まずは気軽に、コンパスボードを作り始めてみて下さい。 

 

そして、もし動機が見えてこなかったら、その時は真ん中は空欄で OKです。 

 

日々過ごしていく中で、「自分の動機はこれだ！このために生きてるんだ！」と

見えてくることもあります。 

 

もし、空欄にしておくのが違和感がある場合には、例えば「自分や家族の笑顔

の写真」を入れると、シックリきやすいです。 
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（あれば）理想の存在を入れる 

 

そして、右上にあるこの３つは、私の在り方のベース（自分が理想とする在り

方）です。 

 

 

 

各画像の意味を、順番に解説しますね。 
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⑩これは、ハワイアンアロハタロットのカードなのですが、精神的指導者とい

う意味を持っています。 

実は、このコンパスボードのアイデアが出てくる少し前に、ふと気になって、

ハワイアンアロハタロットを受けたんですね。 

そこで、この精神的指導者のカードが出てきて、この１枚が、私の中で強烈に

響いたのです。 

 

「精神的指導者って、いい言葉だな～」 

「そうやって、多くの人を導いていきたいな～」 

 

そう感じた少し後に、コンパスボードのアイデアが思いついたのです。 

 

ある意味、このカードが、コンパスボードを引き寄せてくれた。 

そんな風に思っている、私にはとても大切なカードです。 

 

こんな思い入れもあったりして、このカードの画像を、「自分の理想の状態」と

して入れています。 

 

 

⑪また、講演と本は、私が大好きで、それに取り組んでいると自分がすごくワ

クワクするので、ここに入れています。 
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コンパスボードをつくる時の、９つのポイント 
 

（１）ふと出てきた「心の声」にこそ、幸せがある 

 

「こんな１日、幸せだな～」と心が思っても、理性（思考）が邪魔してくるこ

とがあります。 

 

例えば、 

「でも、それは難しいだろうな」 

「役に立たない」 

「自分には難しそう…」 

などですね。 

 

こういう時に大事なのは、「最初の自分の感覚」です。 

 

以下は、全米最優秀女子高生：スカイ・ボークさんの言葉です。 

 

私はこれまでに、何度も間違った選択をしたことがある。 

でも、そういう時はいつだって、自分が最初に「これだ！」と思った自分の

声を無視したときだった。 

 

やっぱりこっちのほうが安全だとか、妥当だろうと思って選んだ結果、いつ

も不満を感じることになった。 

 

そして、やっぱりあのとき最初に聞こえてきた自分の声に従うべきだったと

痛感したの。 

私は、自分を信じて、自分の気持ちに正直になることを学んでいるわ。 
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また、以下は、パタゴニアの社長の言葉です。 

 

 

「その選択は、魂が喜んでいるか？」 
 

 

あなたの幸せの方向は、理性（思考）ではなく、感情（感覚）のほうが、よく

知っています。 

 

あなたの心の声を聞いて下さい。 

魂が喜んでいるか？を感じて下さい。 
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（２）動機は、「半径３メートル以内の人」にあることが多

い 

 

人は唯一、「他人に喜ばれると嬉しい」生き物である、と言われています 

 

これまでの私の経験上、この「誰かを喜ばせたい（救いたい）」という部分に、

動機が隠れていることが多いように思います。 

 

そこで特に目を向けてほしいのが、「半径３メートル以内の人」です。 

 

例えば、 

⚫ 家族 

⚫ 両親 

⚫ 親戚 

⚫ 親しい友人 

⚫ 過去の自分 

などですね。 

 

これらの人を、「喜ばせたい、助けたい、救いたい」という想いが、あなたの動

機（Why）になっているケースが多いです。 
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例えば、世界の HONDAを築き上げた偉人、本田宗一郎さん。 

 

HONDAの代表的な製品と言えば、スーパーカブです。 

 

このスーパーカブ、実は、本田さんのこんな想いから生まれたのです。 

 

『妻が、いつも自転車で買い物に行く。 

重い荷物が大変そうだ。 

なんとかできないか？』 

 

そんな想い（動機）から生まれたからこそ、スーパーカブには、 

⚫ 女性でも操作しやすい簡単さ 

⚫ （当時）女性がモンペを履いていてもまたがりやすい 

のような特徴があるのです。 

 

「１億台の販売目標を達成する！」 

「業界を変えてやる！」 

のような動機ではなかったのですね。 

 

また、こういった、「大切な人と過ごす、理想の一日」をイメージすると、コン

パスボードも作りやすくなります。 
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（３）自分の笑顔の写真が入っていると、「今ここ幸せ」に

落とし込みやすい 

 

自分自身の笑顔の写真が入っていると、「今ここ幸せ」に落とし込みやすく、お

勧めです。 

 

例えば、私のコンパスボードには、私の笑顔の写真が入っています。 

 

 

 

合わせて、私にとっていちばん大事な人：妻の笑顔の写真もあります。 

 

これらがあることで、コンパスボードを見た時に、幸せな感情がより深く、大

きく感じられます。 
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（４）特に「仕事」は、フワッと表現するくらいでもいい 

 

コンパスボードは「理想の１日」を表現したも

のなので、「仕事」の場面が入ってくるかと思い

ます。 

 

仕事について表現する時は、「今の自分の仕事が

大好きで、理想の１日の中でもその仕事をして

いたい！」という場合には、具体的なイメージ

の画像を入れると良いかと思います。 

 

（例えば営業職の方が、営業が大好き！今の仕

事が大好き！なのであれば、営業している場面

の画像を入れると良いでしょう） 

 

しかし、人によっては、「今の仕事は、そこまで好きじゃない」「可もなく不可

もなく」という場合もあるでしょう。 

 

そういった場合には、「理想の働き方」に近いイメージ画像を入れると、作りや

すくなります。 

 

例えば、 

⚫ 子供の近くで仕事するのが理想だから、「仕事 コワーキング 子供を見な

がら」とかで画像検索して、イメージに近い画像を入れよう 

⚫ テーマは決まっていないけど、講演するのが夢だから、講演会場のイメージ

画像を入れよう 

のような感じです。  
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（５）画像選びのコツは、「ワクワク」と「シックリ」 

 

画像を選ぶ時のコツは、「ワクワクするか？」と「シックリくるか？」です。 

 

極論、その画像を見て、気持ちがプラスに上向けば（良い気分になれば）OKで

す。 

「今の自分の実情とかけ離れた画像はダメかな…？」とか思わずに、ワクワク

する画像を選びましょう。 

 

また、似たような画像でも、人によって「シックリくる、こない」があります。 

 

例えば、「家族で食事している風景の画像」と言っても、画像検索すれば、何万

種類もあるわけです。 

 

その中でも、あなたが見て「これ、いいな」とシックリくるものを選びましょ

う。 
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（６）画像でも文字でも、何でも OK 

 

コンパスボードは、画像だけでなくても構いません。 

 

文字でも何でも OKです。 

 

選択する時の判断基準は、「ワクワクするかどうか？」「幸せな感覚があるかど

うか？」だけです。 
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（７）数字は、必ずしも必要ではない 

 

「目標設定」ではないので、数字などを意識して入れる必要はありません。 

 

（数字というのは例えば、目標年収など、ですね） 

 

「数字を入れてワクワク度が増すのであれば入れよう」くらいの感覚です。 
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（８）実現日を決めておく 

 

「そのコンパスボードは、何年後の自分の理想

の１日なのか？」は、決めておくことをお勧め

します。 

 

なぜかと言うと、「実現日が決まると、脳（RAS）

が勝手に動き出す」からです。 

 

例えば、「いつかハワイに行く」では、RASは働

かないのです。 

「１ヶ月後にハワイに行く」なら、RAS が働い

て、「まず仕事の休み申請を出さなきゃ」「どこ

を巡るか調べよう」のように、具体的な未来が

見えてきます。 

 

なお、この実現日は、「ノルマ」ではありません。 

 

RASを働かせるために決めるものなので、「その

日までに実現しなくてはいけない」というもの

ではないので、ご安心下さい。 

 

（と言いますか、前述の通り、コンパスボード

は「達成すべき最終ゴール」ではなく、「今を幸

せな気持ちで居られるようにするもの」なので、

そもそもノルマなどは無いのです） 
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この実現日は、自分がシックリくる期間にする

のがベターです。 

 

例えば私の場合は、「１年後の自分の理想の１日」

を作ることが多いです。 

 

もちろん、半年後でもいいですし、３ヶ月後で

もいいです。 

 

あなたにとってシックリくる期間にしましょう。 

 

 

（補足）「１年後」くらいがベター 

 

人間、あまりに遠い未来は、イメージしづらいものです。 

 

そして、「イメージしづらい＝ワクワクしづらい（良い気分になりづらい）」

ということでもあります。 

 

例えば、今年収 300万の人が、10年後の年収 1億円をイメージできるでしょ

うか？ 

イメージしづらそうですよね。 

 

こういった理由もあって、最初は、遠くても「１年後」くらいを思い描くの

がベターです。 
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（９）コンパスボードを作りやすくするヒント 

 

以下、コンパスボードを作りやすくするヒントになる、いくつかの質問をご紹

介します。 

 

なかなか手が動かないな～、という時は、ぜひ参考にしてみて下さい。 

 

 

⚫ あなたが、一番喜ばせたい人は誰ですか？ 

その人との理想の一日は、どんな一日ですか？ 

 

⚫ 人生の最後にフラッシュバック（走馬灯）が見えました。 

どんな映像が映っていたら後悔ないでしょうか？ 

 

⚫ あなたは、映画の主人公です。 

数々の困難を乗り越え、ハッピーエンドを迎えたあなたは、 

どんな１日を過ごしているでしょうか？ 

 

⚫ 今日が人生最後の日だとしたら、 

どんな一日を過ごしたいでしょうか？ 
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コンパスボードを作る時に使うツール 
 

コンパスボードは、 

⚫ （Windowsなら）パワーポイント 

⚫ （Macなら）Keynote 

を使うと、作りやすいです。 

 

もちろん、画像を印刷して切り取って、それをコルクボードに貼ったりしても

OKです。 

 

 

元の画像を保存しておくとお勧め 

 

コンパスボードを作っていると、作っているうちに「あ、さっき使った画像、

なんて検索したら出てきたんだっけ？」のようなケースが出てきたりします。 

 

そのため、探した画像は、専用のフォルダを作っておいて、パソコンに保存し

ておくことをお勧めします。 
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公式サイトはこちらをクリック 
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（ワーク）さぁ！あなたのコンパスボー
ドを作ってみよう！ 
 

ここまでで、コンパスボードの作り方をお伝え

しました。 

あなたにはぜひ、今、コンパスボードを作り始

めてほしいのです。 

 

私が開催しているセミナーでは、セミナー中に

ワークの時間を設けていますが、皆さん 

「コンパスボード作るのって、楽しいですね！」 

「画像を探すのが面白い、迷っちゃう」 

のように、嬉しい感想を話してくれます。 

 

コンパスボードは、「見て、幸せな気分になる」

ためのものです。 

 

ぜひ、コンパスボードを作るのも、楽しみなが

ら取り組んでくださいね。 

 

「頭だけで理解する」のと、「実際に取り組んで

体感する」のとでは、雲泥の差です。 

 

さぁ、パソコンを開いて。 

あなたの理想の一日を、コンパスボードに表現

していきましょう。  
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 公式サイトはこちらをクリック 
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(第６章)コンパスボードを使ったイメ
ージトレーニング 
 

なぜ、イメトレが重要なのか？ 
 

コンパスボードを見るのに加えて、イメージト

レーニングも行うと、さらに効果がアップしま

す。 

 

イメージトレーニングと言っても、難しいこと

をする必要はありません。 

 

「コンパスボードを頭の中で思い浮かべて、理

想の１日をワクワク楽しくイメージする」だけ。 

 

これだけで OKです。 

 

コンパスボードは、時系列で並んでいるので、イメージトレーニングもしやす

くなっています。 

 

イメージトレーニングをすることで、潜在意識により深く入り込み、コンパス

ボードの効果を高めてくれます。 
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イメージトレーニングの効果は、科学的にも実証済み 

 

「イメージトレーニング」というと、「本当に効

果があるのかな？」と思われる方もいるかもし

れません。 

 

しかし、あなどってはいけません。 

 

実は、イメージトレーニングの力は、とても強

力なのです。 

 

 

例えば、スポーツの世界では、イメージトレーニングは日常的に行われていま

す。 

 

とあるバスケットボールチームを対象にした研究によると、 

⚫ 実際にシュート練習したグループ 

⚫ 同じ時間、シュートのイメージトレーニングだけをしたグループ 

を比較したところ、その後の上達率は、ほぼ同じだったそうです。 

 

つまり、ただイメージしただけで、「実際に身体を動かして練習したこと」と、

同じくらいの効果が得られたわけです。 
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脳は、「現実とイメージを区別できない」と言われています。 

 

例えば、レモンや梅干しを想像すると、口の中に唾液が出てきたりしますが、

これも脳が、「レモン（梅干し）を口に含んでいる」とイメージしただけで身体

が反応する一例です。 
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イメージトレーニングのポイント 
 

イメージトレーニングのポイントは、主に以下のとおりです。 

 

⚫ ①「受け入れやすい表現」でイメージする 

⚫ ②主観的な視点でイメージする 

⚫ ③イメトレする時間・頻度 

⚫ ④イメトレが効果的な時間帯 

⚫ ⑤自然と、目に入る場所に置いておく 

 

順番に解説しますね。 
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①「受け入れやすい表現」でイメージする 

 

イメージトレーニングの肝は、「自分がワクワクした感情（幸せな気分）」にな

ることです。 

 

嘘っぽさや疑いが混じってしまうと、逆効果になってしまいます。 

 

どういうことか？ 

説明しますね。 
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（例）お金持ちになりたい人の場合 

 

例えば、お金持ちになりたい人がいたとしましょう。 

 

この時、いくら頑張って「自分は、お金持ちだ！」とイメージしても、心のな

かで（でも、今はそうじゃないし…。なれるはずないし…）と思っていたら、

イメージの力は逆効果になります。 

 

これだと、「お金持ちじゃない未来」が実現してしまうのです。 

 

（補足）アファーメーションの落とし穴 

 

目標達成などの世界だと、よく「アファーメーション（目標を言葉に出す）

が大事！」と言われています。 

 

確かに、アファーメーションは、効果があります。 

しかしそれは、「自分が、その言葉を信じられれば」という条件付きです。 

 

これを真に受けて、「私は金持ちだ！」など言ったりしても、心が反発してし

まうと、逆効果になってしまうのです。 

 

上述のように、「自分は、～である」だと、言葉と現実が一致しません。 

感情が、「でも今は～じゃないしな…」とネガティブに働いてしまうのです。 

 

結果、「現実化しない状態」が現実化してしまうのです。 

では、どうすればいいのか？と言うと… 

  

https://the-compass.jp/?utm_source=guide001&utm_medium=footer&utm_campaign=guide001_footer


公式サイトはこちらをクリック 

■■■■ 自分らしくワクワク生きる！を実現する「コンパスボード」の作り方・使い方 ■■■■ 

  

 116 

 

「日々、～になりつつある」プロセスを意識する表現に 

 

私は、以下のような表現をお勧めしています。 

 

⚫ 日々、～になりつつある。日々前進している 

⚫ 起こることは全て最高、幸せに運んでいってくれている 

⚫ すべてうまく行っている、オール OK！ 

 

断定形（すでに結果が手に入っている）ではなく、上記のような、プロセスを

意識する表現にすることで、言葉と現実が一致します。 

 

結果、言葉に嘘がなくなり、イメージトレーニングの効果が正しく発揮されま

す。 

 

コンパスボードを見ながら、上記のような意識でイメトレをすると、効果がア

ップしますので、ぜひ試してみてくださいね。 
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②主観的な視点でイメージする 

 

以下の、２つの写真を見て下さい。 

 

 

 

左は、パラグライダーをやっている自分を、客観的に見た視点。 

右は、パラグライダーをやっている自分が、主観的に見ている視点です。 

 

 

イメージトレーニングの時には、後者の「主観的に見ている視点」でイメージ

することをお勧めします。 

 

つまり、コンパスボードを見ながら、「自分が、その理想の１日の中に居る視点」

でイメトレする、ということです。 

 

ちなみに、一流のスポーツ選手も、「自分がコートの中にいる」「自分がステー

ジで演技している」その主観的な視点でイメトレするそうです。 
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③イメトレする時間・頻度 

 

「引き寄せの法則」で有名なエイブラハムによると、 

 

『１９秒で引き寄せが発動し、 

６８秒で現実化に向かって目に見える形で動き出す』 
 

そうです。 

 

コンパスボードの理想の１日をイメージすると、私はだいたい６０秒くらいに

なります。 

 

 

また、頻度は「ワクワクする時にやれば OK」です。 

 

「無理に毎日やらなきゃいけない」ものではないので、ご安心下さい。 

 

むしろ、イヤイヤやっても、逆効果です。 

「良い気分になるため」に、イメトレするわけですから。 

 

そして、飽きたら、イメトレをやめても OKです。 

 

飽きたら、それは「もうイメトレは必要ないよ、現実化に向かって動き出した

よ」ということです。 
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④イメトレが効果的な時間帯 

 

コンパスボードは、 

⚫ 朝（起きてすぐ） 

⚫ 晩（寝る前） 

に見ると、効果的です。 

 

こういった時間は、眠くてボーッとしている時間帯です。 

 

つまり、顕在意識（思考）が邪魔してこない時間帯、とも言えます。 

 

潜在意識にスーッと入ってくるので、朝晩がお勧めです。 
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⑤自然と、目に入る場所に置いておく 

 

コンパスボードは、「意識して毎日見る」というよりも、「自然に目に入るよう

にする」のがベターです。 

 

例えば、 

⚫ パソコンの壁紙にする 

⚫ スマホの壁紙にする 

⚫ 手帳に挟む 

⚫ 印刷して、部屋に飾る 

といった感じです。 

 

（スマホの壁紙にする時は、画面が小さく、コンパスボード全体を載せると各

画像が小さくなってしまうので、ボードの中で一番好きな１枚を壁紙にするの

も良いでしょう） 

 

自然と目に入ることで、潜在意識に「あなたの幸せな在り方」がインプットさ

れていきます。 

 

すると、後は前述したように、無意識のうちに RASが働き、進むべき方向を示

してくれます。 
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公式サイトはこちらをクリック 
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（第７章）日々のちょっとしたコツ 
 

コンパスボードを使う場面以外でも、日々ちょっとした心がけをするだけで、

あなたの日々の幸せが、どんどん膨らんでいきます。 

 

１日１日を良い気分で過ごせれば、それが将来の幸せにもつながっていくので

す。 

 

ここでは、日々のちょっとしたコツを、ご紹介します。 

 

⚫ ①感情のサインを大切にする 

⚫ ②豊かさにフォーカスする 

⚫ ③「すぐできること」は、すぐやってみる 

 

順番に解説します。 
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①感情のサインを大切にする 
 

人間は日々、いろいろな感情を感じて生活しています。 

 

そしてこの「感情」というのは、あなたの進むべき方向を指し示してくれる、

重要なヒントになっているのです。 

 

感情には、大きく分けると、以下のような「プラスの感情」「マイナスの感情」

があります。 

 

 プラスの感情 マイナスの感情 

 

例 ⚫ ワクワクする 

⚫ 楽しい 

⚫ やりたい 

⚫ 喜び、幸福感 

など 

⚫ 気が乗らない 

⚫ もやもやする 

⚫ 比較、競争 

⚫ 不安、恐れ 

など 

意味 いい方向だよ！というサイン。 

 

これがパッションにつながって

いく。 

 

方向違うよ！というサイン 

 

※マイナスの感情がダメ！という

ことではなく、そっちじゃないよ！

と教えてくれているわけなので、こ

れも大事なサイン 
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プラスの感情は、「正しい方向だよ！そっちの方

向に進んでいいよ！」というサインです。 

 

例えば、ある映画のポスターを見た時に「なん

か気になるなぁ」と感じたなら、それは「観に

行ったほうが良いよ！」というサインなのです。 

 

 

逆に、マイナスの感情は、「そっちじゃないよ！

いったん止まってみて！」というサインです。 

 

（マイナスの感情がダメ！ということではなく、

そっちじゃないよ！と教えてくれているわけな

ので、これも大事なサインなのです） 

 

例えば、「この仕事、契約金額は大きいけど、な

んか気がのらないなぁ」と感じたなら、それは

「その契約、見送ったほうが良いよ！」という

サインです。 

 

 

これらの感情は、言わば「あなたの心（魂）の声」とも言えます。 

 

心の声に耳を傾けて、サインをキャッチしましょう。 

 

  

https://the-compass.jp/?utm_source=guide001&utm_medium=footer&utm_campaign=guide001_footer


公式サイトはこちらをクリック 

■■■■ 自分らしくワクワク生きる！を実現する「コンパスボード」の作り方・使い方 ■■■■ 

  

 125 

 

イライラやモヤモヤも、大事な感情 

 

楽そうにしている人を見てイラッとしたり、モ

ヤモヤしたりすることって、ありますよね。 

 

それは、あなたの中に「苦しまないと人生うま

くいかない、幸せになれない」という思い込み

がある、ということでもあります。 

 

イライラやモヤモヤの裏には、「人生、苦しまな

いと上手くいかないはずなのに、あの人は楽し

そう。羨ましい！キーっ！」という想いが隠さ

れている訳ですね。 

 

でも、ここまででお話したように、「何かをする

から（何かで苦しむから）、いつか幸せになれる」

ものではないのです。 

 

苦しまなくても、大変な思いをしなくても、幸

せになれます。 

 

幸せは、「～～したから」なんていう条件なんて、

何一つ求めていないのです。 

 

今幸せなら、その後も幸せを引き寄せられるの

です。  
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②「豊かさ」にフォーカスする 
 

コンパスボードを見ていないときも、日々「幸せな気分」でいることが大事で

す。 

 

ここでお勧めなのが、「豊かさ」にフォーカスすることです。 

 

『オムレツの値段ではなく、 

オムレツのことを考えましょう。』 

 

上記の言葉は、オムレツが美味しいことで有名な、エンバシースイーツホテル

のキャッチコピーです。 

 

せっかく美味しいオムレツを注文したのに、その値段のことばかり考えていた

ら、せっかくのオムレツの味を十分感じることはできませんよね。 

 

 

 

そしてこれは、オムレツだけでなく、すべてのことに言えるのです。 
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（私の体験談）ディズニー激混みで、４時間で帰ってきた話 

 

これは、私も経験があります。 

 

以前、家族（私、妻、息子２人）でディズニーランドに行った時のこと。 

 

その日はすごく混んでいて、アトラクションも数時間待ちが当たり前でした。 

 

すると、１２時頃に、息子たちが「もう帰りたい」と言い始めたのです。 

 

私は思いました。 

 

 

「え、８時に来て、今１２時に帰ったら、 

４時間しか楽しめてないじゃないか。 

チケット代がもったいない…」 
 

 

しかし、そこで考えを変えました。 

 

 

「チケット代を気にするんじゃなくて、 

この４時間で得られた豊かさに目を向けよう」 
 

  

https://the-compass.jp/?utm_source=guide001&utm_medium=footer&utm_campaign=guide001_footer


公式サイトはこちらをクリック 

■■■■ 自分らしくワクワク生きる！を実現する「コンパスボード」の作り方・使い方 ■■■■ 

  

 128 

 

すると、多くの豊かさに気づいたのです。 

 

 

 

 

⚫ ディズニー来園前から、家族でディズニーファン（パークの情報誌）を見て、

楽しく計画を立てていた時間 

⚫ ディズニーランドが見えたときに、「わー！」と顔を輝かせた、子どもたち

の表情 

⚫ お気に入りのアトラクションに乗れた時の、子どもたちの満面の笑顔 

⚫ 「楽しい時間を過ごしてくださいね！」と声をかけてくださり、レストラン

の順番待ちに退屈していた息子たちにシールをプレゼントしてくれた、キャ

ストさんの心遣い 

⚫ 季節限定メニューを、家族全員で食べることができたランチの時間 

 

 

こんなに、豊かさをいただいていたのです。 

 

そして結果、１２時に退園したのですが、私たち家族にとっては、素晴らしい

思い出になりました。 
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豊かさとは、結局「気付けるか？気付けないか？」だけ 

 

例えば、 

⚫ ホテルのラウンジで飲むコーヒーの値段ではなく、そこでゆったりくつろげ

る価値に感謝する 

⚫ 良質のスーパーマーケットで得られる、質の高い商品の数々と、そこで感じ

られる豊かな気持ちに感謝する 

などなど。 

 

お金が登場する場面では、ぜひ「価値（得られる豊かさ）」に注目してみてくだ

さい。 

 

きっと、「こんなに多くの豊かさを与えてもらっていたんだ！」と驚くと思いま

す。 

 

そして、その豊かさな気分が、さらに豊かな状況を引き寄せてくれるのです。 
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③「すぐできること」は、すぐやってみる 
 

 

コンパスボードをつくると、「これ、今すぐできそうだぞ」という場面があった

りします。 

 

そういうものが見つかったら、早めに実行すると、さらに幸せを引き寄せるこ

とが出来ます。 

 

 

例えば、とあるセミナー参加者の方が作ったコ

ンパスボードの一例を挙げますと、 

 

この人のコンパスボードには、「ホテルのレスト

ランで、家族皆で朝食を食べる」シーンがあり

ました。 

 

これ、やろうと思えば、次の週末にでも、すぐ

できますよね。 

 

であれば、すぐレストランを予約してしまいま

しょう！ 

 

そこで感じた幸せな感情が、さらに幸せを引き

寄せてくれます。 
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公式サイトはこちらをクリック 
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まとめと、次回予告 
 

 

さぁ、コンパスの示す方向へ 
 

いかがでしたでしょうか。 

 

長くなりましたが、最後までお読みくださり、本当にありがとうございました。 

 

お伝えしてきた内容を簡単にまとめると、以下のように言えるかと思います。 

 

 

 

「何かを手に入れる」から、幸せになるんじゃない。 

「今ここ幸せ」だから、将来も幸せなんだ。 

 

 

 

ちなみに私は、映画：マトリックスが大好きですが、その中に、こんな一言が

出てきます。 

 

「道を知っていることと、実際に歩くことは違う」 

 

ここまでで、幸せの仕組みや、コンパスボードについて、お伝えしてきました。 

 

つまり、あなたは今、「知っている」段階まで来ています。 
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しかし、それだけでは、あなたの人生は何も変

わりません。 

 

大事なのは、実際に歩むこと。 

つまり、「行動すること」です。 

 

あなたもぜひ、まずは手を動かして、コンパス

ボードを作ってみて下さい。 

 

（ワークの案内をした時に、もう作り始めて

た？ 素晴らしい！） 

 

⚫ あなたの理想の一日を思い浮かべ 

⚫ それに近い画像を検索して、 

⚫ パワーポイントなどで一つのボードにまと

めていく 

 

やるべきことは、とても簡単。 

小学生でもできることです。 

 

しかし、すぐやる人と、いつまでもやらない人

がいます。 

 

それが、１年後、３年後、５年後。 

どれだけの違いになっているでしょうか。 
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あなたが１年後、「あの時作ったコンパスボードのおかげで、今がある」と思え

たなら。 

 

これほど嬉しいことはありません。 

 

あなたの日々が、幸せと笑顔にあふれることを願って。 
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次回予告：パッションボードの作り方 
 

コンパスボードを作ると、あなたのパッション

が見つかります。 

 

パッションとはつまり、「目標」「好きなこと」「ワ

クワクすること」「やりたいこと」のようなもの

です。 

 

このパッションの実現を加速させてくれるのが、

「パッションボード」と呼ばれるものです。 

 

 

パッションボードについても、別のガイドブッ

クで分かりやすく解説できればと思いますので、 

 

自分らしい人生を生きたい！ 

日々、自分のワクワクを追い求めたい！ 

コンパスボードの効果を、より実感したい！ 

自分のパッションを見つけたい！ 

 

上記のように思われるのであれば、ぜひパッシ

ョンボードも作ってみてくださいね。 
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それでは、このガイドブックは、以上になります。 

 

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。 

 

いつか、セミナー会場などで、あなたとお会いできることを、楽しみにしてい

ます^^ 

 

 

Enjoy Yourself！ 

Enjoy Your Dance！ 
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