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この冊子は「打たれ弱い起業家のあなたに送る、メンタルの整えかた」について記したもので

す。 

会社員で務めていると、上司や取引先との関係において「納得が行かないこと」「許せないこ

と」がたくさんあるはずです。 
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自由を求めて起業したはずなのに、同業者の足の引っ張り合い、お客さんからの理不尽なク

レームなど「不愉快のタネ」「落ち込むタネ」はこと欠きません。 

日々、メンタルにダメージを受けて傷つき、落ち込み、自信をなくしている起業家のあなたの

お役に立てばと思って記した冊子です。 

 

1 自己紹介とこの冊子の内容について 

カンタンに自己紹介だけしておきます。 

スモールビジネスコンサルタントの高橋浩士といいます。 

ワシ自身も会社員を 9年間務めたあとに独立、起業し、20年になります。 

最初は「ホームページ制作業」で起業してその後、紆余曲折を経て、いまは「個人事業で独立

起業したい人たち」のお手伝いをしています。 

1.1 この冊子の内容について 

この冊子は、大まかに以下のような形で進んでいきます。 

1. 「自分の今の状態を把握する」たいせつさと、その方法についてお伝えします。 

2. 自己重要感とレジリエンス（メンタル回復力）の重要性についてお伝えします。 

3. セルフメンタル管理の手法とステップ 

 

2 このテーマで冊子を作ったきっかけ 

ワシ自身も独立起業して 20年が経つわけです。 

その間、自信を持って進んできたかというと、まったくと言っていいほどの NOでした。 

少年時代から「自信がない人」「傷つきやすい人」であり、「明かるい人」ではあったかと思いま

すが、押し出しの弱い、控えめな人間でした。 
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実際に起業してみると、当時はバブル直だったこともあり、多くの人が「オラオラ」と肩で風を

切って歩いていたんですよね。 

そんなこともあって、人から見下されたりバカにされたりして、「ホントに自分は才能がないの

かな、大したことがない人間なのかな」なんて思ったこともありました。 

だけど、サスガに長い間そのような中にいると、だんだん気がついてくることがあるんです。 

それは、以下のようなことです。 

 ビジネスがうまくいくかどうかと、その人のビジネス的な才能は、ほとんど関係

がない。 

 高学歴の人が成功するわけでもない。 

 「あんなやつが」と思うヤツがうまくいく。 

 「やりかた」を探してさまよってきたが、どうやらちがうようだ。「やりかた」の情報

はそこら中に転がっている。 

 「やるかやらないか、それだけだ」わかっているのになぜできないのか？ 

 失うことのおそろしさ 

 ある意味 #豆腐メンタル だとか #ヘタレ の人は、 #起業 に向いているので

はないか？ 

起業スタイルの選択によって、人との距離感を自分で調節できるのは、起業の

大きな魅力のひとつ。 

これらは「自分自身と、自分の周囲の人たち」を観察してきた結果であり、もうひとつ大事なサ

ンプルとして「コンサルタントとして自分がアドバイスしてきた起業家さんたち」を見てきて思っ

たことです。 

2.1 起業がうまくいくかどうかは、才能よりもメンタル 

「メンタルさえ強ければうまくいく」などという極論を言うつもりはありません。 

だけど、才能だとか技術、技能、「頭のよさ」よりも「メンタルのタフさ」が、起業の成否に大きく

関わってくる、という事実は、たくさん目にしてきました。 

ワシがよく「起業が上手く行くかどうかを決める要素」として挙げていることがあります。 

 ひとつが「ビジネスモデル」。つまり「どのような仕事をどのような仕組みでするのか」。 

 そしてもうひとつが「経営者のメンタル」です。 
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この二つが揃っていれば、多少はやりかたが未熟であったとしても、うまく行く確率は大きく上

がります。 

2.2 メンタルは練習で強化できる 

最初にお伝えしたいことの中で、もっとも重要なのはこの点です。 

メンタルは、練習で強くすることができるのです。 

たとえば、アスリートの人たちの多くは、強靭なメンタルを持っているように見えますね。 

彼らは、生まれながらにして強靭なメンタルを持っていたのでしょうか？ 

彼らはカラダを鍛えるのと同じように、メンタルも鍛えることによって、第一戦でも戦えるような

タフなメンタルに仕上げているわけですね。 

「もともとこういう正確」だとか「ダメな自分」にとらわれることなく「練習で何とかできるものなん

だ」という現実を、まずは素直に受け入れることが「メンタル管理」の第一歩として大事な点で

す。 

 

3 今の自分のメンタルを把握する。 

さて、この冊子では「メンタル管理」について考えていくわけですが、ここでいう「管理」とは、い

ったい何をすることでしょうか？ 

カンタンにいってしまうと、管理とは「限りがあるものをうまくやりくりしていくこと」です。 

この説明は、書籍かネットで見かけたフレーズなのです。残念ながら出典を覚えていません。

でもとても気に入っている説明です。 

たとえば「お小遣いを管理する」という場合、限りのある大切な「お金」についてやりくりするこ

とです。 

お金の場合であれば、できるだけ入ってくるお金を増やし、出ていくお金が少なくなるように工

夫して、実行していくことが「管理の実態」ですね。 
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3.1 メンタル管理とは、何をすることするのか 

では、メンタルの管理とは、何をやりくりするのでしょう？ 

もちろん、あなた自身の「気持ちや感情」をやりくりするのです。 

怒ってばかりいたり、悲しんでばかりいたら、取り乱して仕事が手につきませんね。 

つまり「メンタル」も、お金だとか時間と同じように、貴重な資源だということです。 

この貴重なメンタルを上手にやりくりして、機嫌よく仕事をして、意欲的に新しいことを挑戦し

て、たのしく生活してくこと。 

これがこの冊子でめざす「メンタルが管理できた状態」です。 

3.2 管理は何からスタートするのか 

では一般的に「管理」とは、どのような手順から進めるのか、考えてみます。 

「お小遣い管理」をはじめる場合、何からはじめますか。 

あなたが会社から「ウチの在庫管理をしてくれ」だとか「人事管理をしてくれ」と頼まれた場合、

まずは何からはじめますか。 

管理の手はじめ。それは 

いま、どうなっているのかをよく知ること。 

です。 

お小遣い管理をするのであれば、まずは 

 今のお小遣いはいくら手元にあるのか。 

 現時点では、お小遣いはどのように管理されているのか。 

を知ることが大事、ということです。 

3.3 自分の心理的傾向を書き出しみる 

ここで手始めにやっていただきたいことは「自分の性格や、心理的傾向について書き出してみ

る」ということです。 
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まとまっていなくても、キレイに書き出す必要もありません。 

 自分はどのような人間か 

 なぜ、そのような人間だと判断できるのか 

 そのような傾向の人間になったのは、なぜか 

といったことについて、箇条書きでよいので書き出すのです。 

さらに 

 どんな傾向の人たちがキライなのか、苦手なのか、それはナゼか。 

 どんな言葉や態度に対して、自分は傷つくのか。イラッとするのか。 

 どんなことがあると自分は落ち込むのか。 

 どのようなことであれば、平気なのか。 

といったような「自分が気持ちを乱す原因」などについても記してみてください。 

ワープロソフトに打ち込んでいっても構いません。 

ここでは「書き出したつもりになる」のではなくて、実際に書き出し見ることがとても大事です。 

なぜ実際に書き出すことが大事なのかというと、あとで客観的に眺めることができるようにな

るからです。 

自分って、自分に対してこのように感じていたんだな。 

このような考え方を持つようになったのは、あんなきっかけがあったからなんだな。 

ってことを、あとで冷静に見返すことが大事です。 

これだけでも、「自分を客観的に見る」という、メンタルな管理の重要なポイントを抑えることが

できます。 

自分の考えや心理状態を言語化して紙に書き出す。 

この「見える化」によって「自分は、自分のことをどのように捉えているのか」を客観的に見る

ことができるようになります。 
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3.4 言語化する際の注意事項 

自分のことを言語化して言い表す際に、気をつけたいことがあります。 

この注意事項は、、今回の「自分のメンタルを把握する」という場面だけではありません。 

ふだんから、頭の中で自分のことについて考えたり、自分のことを言い表すときには、気をつ

けたいことです。 

それは「頭が悪い」「センスが悪い」といったような「人間としての天性の属性」のような表現を

しないことです。 

このような言い表しかたをすると「どうしようもない」という結論しか得ることができません。 

「私はそういう人間なのだ」というような、人間的属性のニュアンスを持つこれらの表現は「そ

れをうまくやるための知識や技術を持っていないだけだ」という、「外的な属性」に言い換えて

表現します。 

 モテない → 女性と仲良くする方法を知らない 

 感情の起伏が激しい → メンタルを安定させる手段を持っていない 

 頭が悪い → 効率のよい勉強方法を知らなかった 

 ビジネスのセンスがない → 経営の基礎を知らない 

たんなる「論点のすり替え」だとか「言い逃れ」ではありません。 

天才的なレベル、スポーツで言えばオリンピックレベルであれば別にしても、ほとんどの「苦

手」だとか「不得手」というのは、「上手なやり方を知らない」だけであることが多いのです。 

たとえば、パーソナルトレーナーの堀江明弘氏 http://best-style758.jp/ によると、「かけ

っこが苦手」という子供の指導をして練習さえすれば、ほとんどの子のタイムは改善するそう

です。 

つまり「運動オンチ」という天性のものではなく、練習で挽回できるものなのです。 

4 メンタルと人間関係 

ここからはメンタル管理と人間関係について考えてみます。 

http://best-style758.jp/
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そもそも、なぜ人は落ち込んだり、凹んだり、自信を無くしたりするのでしょう？ 

フロイト、ユングと並ぶ有名な心理学者のアルフレッド・アドラー（1870-1937）によると 

「人間の悩みはすべて、対人関係の悩みである」 

と言い切っているようです。 

自分以外の「他人」が存在しなければ、お金の問題や将来の悩みについても、悩む必要がな

いというか、そもそもそのような悩みは存在しなくなるのだと。 

ちょっと想像しにくいですね。 

でも現実に落ち込んだり凹んだり、自信を無くしたりするのは「人からみた自分の存在」を意

識しているからではないでしょうか。 

アドラーの心理学についてわかりやすく解説し、爆発的ロングセラーになった本「嫌われる勇

気」（岸見一郎／古賀史健著）には、人間関係の悩みから解放されるための大いなるヒントが

書かれています。 

4.1 あなたの課題とわたしの課題 

書籍「嫌われる勇気」の中にある、人間関係の悩みや「メンタルの乱れ」から解き放たれるた

めのヒント。それは 

「それは誰の課題なのか」を明確にする。 

ということです。もっと簡単に言えば 

それは誰が決めることなのか。 

ということです。 

たとえば、ワシがあなたに嫌われたとします。 

あなたがワシのことを好きになるのか、嫌いになるのか。それを決めるのは当然、あなた自身

です。 

第三者がその「あなたの判断」に介入してきたら、あなたはどのような気持ちになりますか？ 

「ワシ先生はいい人だから、そんなふうに思うものじゃないよ」 

「あの人のことがキライだなんて、どうかしるよ」 
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不愉快になりますよね。この逆でも同じことです。 

もしあなたがワシのことを好きだったとして、そのことについて人から 

「あんな人のことが好きだなんて、どうかしてるんじゃないの」 

「いや実はあのワシ先生って人、ヒドイ人でさ…」 

同じように、不愉快になりませんか。 

4.2 人の好き嫌いや人の判断には、不用意に介入しない 

多くの場合、そういった「茶々を入れてくる人」も、悪意があってやっているのではなく「あなた

のため」を思って言ってくるのです。 

それが多くの場合、あなたにとって「大きなお世話」になる、ということですね。 

あなたが誰かのことを好きになるのかキライになるのかは、あなた自身が決める。 

そして、それとまったく同じように 

あなた以外の誰かが、他の誰かを好きになるか嫌いになるのかは、その人が決める。 

ということです。 

このことさえ理解していれば、人の判断に介入して余計なトラブルを招いたり、「好かれた、嫌

われた」で悩むこともうんと少なくなります。 

もちろん、これは相手との利害関係などにもよります。 

だけど原則として、人から嫌われたと感じた場合、理由を問い詰めたり、回復しようとする必

要はなく 

そうか、嫌いなんだな。 

と、相手の「嫌うという選択」を尊重するというか、そのままにしておくほかありません。 

俗に言う「去る者は追わず」ということばは、最終的にそう選択する以外にない、ということな

のです。 

嫌われるのは、その人があなたのことを嫌うと決めたからであって、その人は 

「こういう人はキライ」 
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という自分の基準に従ったまでのことです。 

あなたが、相手の基準に合わせて調整する必要はありません。 

もちろん、プロジェクトチームだとか夫婦関係などの「協力し合わなくてはならない関係」の場

合、あるていどの協調性が必要になってきます。 

そのばあいであっても問題は「強調する／しない」なのであって「好きか嫌いか」などは、お互

いに勝手に決めればいいことなのです。 

4.3 「人への執着」からの開放と、バカにされることへの耐性 

 

 人が自分のことについてどのように感じるのか、原則としてコントロールできない。 

 人が自分のことを敬うのか、バカにするのかは、原則としてコントロールできない。 

これらの点について理解しておくと、本当の意味で「人は人、自分は自分」というコトバの意味

が腑に落ち、以前と比べて気にならなくなります。 

もちろん、このことを知ったからと言って今日からすぐ気にならなくなる、というものでもありま

せん。 

この点については、のちほどこの逆説（自分に対する相手の印象をコントロールする）も出て

きますが、原則は変わりません。 
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相手が自分についてどう思うのか、どのように振る舞うのかは、最終的に相手が決めること、

という原則は変わらないのです。 

 

コラム：メンタルもコスパで考えるとどうなる？ 

ぶっちゃけた話として、いくら「メンタル管理」を学んでも、なかなか「何が起きても動じ

ない」という境地にまでは至りません。 

やっぱりイヤなことがあればモヤモヤするし、不快な気持ちになってしまうものです。 

でも、自分を不快にさせたアイツは、自分にかけたコトバなんて数秒で忘れてしまって

いることでしょう。 

そんなことのためにイライラ、モヤモヤ、クヨクヨしているのは、単純に時間がもったい

なくないですか？ 

その時間、仕事が手につかなかったら、経済的損失ですよね？ 

つまり「メンタルが早く回復しないとお金が損」ということです。 

メンタルもコスパが大事なのです。 
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4.4 失くすことができない人間関係を、シンプルなルールで対応する 

 

「すべての悩みは人間関係」とまで言い切った心理学の大家、アドラー先生。 

「じゃ人間関係そのものをなくしてしまえば、悩みはなくなるじゃん！」 

って思っても、社会生活を営む以上、人間関係から縁を切ることはできませんよね。 

 必要以上に人に合わせることをやめる。 

 同調圧力や「みんなで一緒に」という流れからは一歩引く 

 嫌われることによって知人を失うことを恐れない。 

 「合わせることをやめる」ことで生じる軋轢を恐れない。 

すべてを実践する必要はありませんが、「自分で決めたシンプルなルール」に従えば、毎回

「どうしようか」と悩むムダな時間も減ります。 

すべての人間関係をなくすことはできませんが、「合わせる必要がない人にまでわざわざ合

わせなくてもいい」って考えられるようになると、だいぶ気分は楽になりますよ。 
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5 レジリエンスと自己重要感 

 気持ちが凹んだり落ち込んだり自信を無くしても、気持ちが元の状態に戻る力の強さや

早さをあらわす「レジリエンス」 

 「自分のことを大事に思えるかどうか」と、「自分を大事に思えている状態」のことを指す

「自己重要感」 

について考えます。 

5.1 メンタル管理の重要なポイント「レジリエンス」 

今回お伝えするメンタル管理の中でも重要なポイント「レジリエンス」について考えてみます。 

レジリエンスとは「復元力」「回復力」のことです。 

人間「落ち込むな、凹むな、自信を失くすな」と言われて、そのようにできれば、何も悩む必要

はありませんよね。 

誰だって、落ち込みたくて落ち込むわけではありません。 

「落ち込まないようにしよう」と心がけていても、イヤなことがあれば落ち込んでしまうものなの

です。 

だとしたら課題は「いかにして落ち込まないか」ではなく「落ち込んだ場合にいかに早く復活す

るか」ということになりますよね。 

気分が落ち込んだり、凹んだり、自信を失っても、早く元に戻ることが、何より大事です。 

元に戻ることが大事なのは当然のこととして、その「早さ」がポイントです。 

現実的かどうかは別として、もし落ち込んでも 1秒で立ち直ることができれば、それはすでに

「落ち込まない」とほぼ同じ意味だということですね。 

5.2 アガリ症や緊張も、ポイントはおなじ 

まだワシがセミナー講師として駆け出しだったころ、セミナーに登壇するたびに緊張していまし

た。 

セミナーを実施する日の 1週間前から、気分がうわついていたくらいなのです。 
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そのため「200人の人前でもあがらずに話す法」という DVDを購入して、繰り返し見ていたも

のです。 

この DVDは、今もオンライン動画として購入することができます。 

https://ssl.middleage.jp/dokidoki/agaridoga.html 

セミナーが迫るたびにこの DVDを見ていたので、ほとんど覚えてしまったほどです（笑 

この DVDの中で、きわめて強い印象に残っているコトバがあります。 

それは 

「緊張しないようにしよう」と思うのではなく「いかにして早くふだんの自分を取り戻す

のかが大事だ」 

というコトバです。 

これと同じように、「気持ちが乱れるのは、あるていどやむをえない」と、まずは現実を受け止

めてから、「いかに早く立ちなるのか」を考えるのがレジリエンスです。 

レジリエンスを高めるためのテクニックについては、「セルフメンタル管理のテクニック」の章で

お伝えします。 

5.3 何を根拠にして自信を持つのか「自己重要感」 

多くのベンチャー企業の立ち上げに携わり、現在は複数の会社の顧問や文筆活動をしている

田端信太郎氏によると、「何を根拠にして自信を持つか」という基準には、ふたつの考え方が

あるそうです。 

ひとつが「自己尊敬（セルフコンフィデンス）」 

もうひとつが「自己確信（セルフエスティーム）」 

です。 

自己尊敬（セルフコンフィデンス） 

肩書きや立場、資格、学歴、職業、財産、所属団体などの外形的なものを自信の根

源にしている状態です。 

「オレを誰だと思っている、あの〇〇株式会社の統括部長だぞ」 

https://ssl.middleage.jp/dokidoki/agaridoga.html
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「この車、いくらすると思っているんだ」 

といった威厳の持ち方です。これらは「外形的」（持ち物や身につけているもの）であ

るだけに、失いやすいのも事実です。 

大手企業で威張っていた人が、定年退職すると友達が誰もない、といったように、そ

の「根拠となるもの」が失われると、同時に自信や自己重要感も失ってしまいやすい

のが特徴です。 

自己確信（セルフエスティーム） 

自分自身、自分という存在、自分のパフォーマンスを自信の源泉にしている状態で

す。「まっさらな状態の自分」に対して持つ自信なので、人によってはく奪されたり、

時代によって無価値になったりすることはありません。 

たとえば、事業に失敗して裸一貫に戻ったとしても「また一からやりなおせばいいさ」

と思えるタフさは「自分ならまた一からでもやりなおせる」という「自分自身へのパフ

ォーマンスに対する自信」があるからです。 

これがもしセルフコンフィデンスしかない状態であれば、事業に失敗して全財産を失

ったときには「もうおしまいだ」と感じてしまうことでしょう。 

ここまでご覧いただければわかる通り、自信は自己確信を源泉にしたほうがタフなメンタルに

つながります。 

「自分ならできる」という気持ちを持つことですよね。 

では、どうすればそのような気持ちを持つことができるようになるのでしょうか？ 

5.4 「自信を持て」と言われて持てるようなものではないよね 

「レジリエンスを上げることだ」「自己確信を持つことだ」と言われてそのようにできれば、誰も

苦労はしません。 

問題は、どうすれば身につけることができるのか。という問題です。 

ここで大事なのは、冒頭でお伝えした「メンタルは練習で鍛えられる」という点です。 

メンタルも、スポーツと同じように、練習をはじめれば即座に上達するようなものではありませ

ん。 
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なんどもなんども繰り返しの練習が必要なモノなのです。 

レジリエンスを高めたり、セルフエスティームを持つための練習としては、以下のようなことが

あります。 

まずは自分で意識すること 

落ち込んでしまったとき、自信を失ってしまったときに「あ、来たな」という自覚さえあ

れば「いかに早く立ち直るかだ」という意識をすることができるようになります。 

このとき、後ほどお伝えするような「セルフメンタル管理のテクニック」を繰り返し実践

してみて、「はやくもどろう」と意識的にふるまえるかどうかが大事です。 

はじめてのことに取り組んでみる。 

はじめてのことに取り組んでみると、たいてい最初は失敗します。だけどまずは「は

じめてのことに取り組めた自分」を、素直に評価します。 

「はじめてのことに取り組む」ことを続けていると、そのうちはじめてのことに取り組む

こと自体に抵抗感がなくなり、それが「自分はやってみればたいていのことはできる」

といったような自己確信につながっていきます。 

小さな成果を評価すること 

スポーツと同じように、メンタル管理も徐々に上達していきます。たとえば「いったん

落ち込んだら以前は 1 ヶ月は塞ぎこんでいたけど、さいきんは 2週間くらいで立ち

直れる」といったような具合です。 

しかし「落ち込んでいるという事実」には変わりがありません。この「結局落ち込んじ

ゃってるじゃん」という点に注目してしまうと自分の取り組みを評価できませんが「そ

れでも以前より何日も早く立ち直れるようになったじゃん」という評価を自分自身に

与えることによって、それが「レジリエンスを身につける」ことにつながり、自信にもつ

ながります。 

習慣化すること 

これもスポーツの練習と同じく、とても大事なことです。1日だけ練習しても、うまくは

なりません。メンタルのコントロールも、繰り返し練習することによって上達します。 
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5.5 メンタル強化もスポーツと同じ 

ここまでも何度もお伝えしているように、メンタルの強化もスポーツと同じです。 

何度も繰り返し練習して、上達していくものです。 

中には早くコツを飲み込む人がいて、上達が早い人がいるのも、スポーツと同じです。 

練習をやめてしまえば、上達がないのも、同じですよね。 

では、具体的に「どのようにして練習していくのか」について、次から見て行きましょう。 

6 セルフメンタル管理のテクニック 

ここからは、日々自分のメンタルをコントロールしてレジリエンスを高めたり、自己確信を高め

ていくための実践編として、「やるべきこと」についてお伝えしていきます。 

これらの知見は「スポーツ心理学」だとか「コーチング」などの心理学的な分野の文献から、自

分のメンタル管理に役立ちそうで、ひとりでも簡単にできそうな手法についてご案内していき

ます。 

大きく取り上げる話題としては、以下の二つです。 

 セルフトーク（自己対話） 

 

なんども転んで練習しないと上達しませんよね。 
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 フィジカルリンク（体とメンタルの連携） 

それぞれ、いますぐ始めることができて、いつでもどこでもできて、習慣化しやすいので、ぜひ

実際に取り組んでみてくださいね。 

6.1 頭の中で会話するセルフトーク 

思い返してみると、ワシ自身は子どものころからこのセルフトークが自然にできていたようで

す。 

あまりに当たり前のことで、自分以外の誰もが頭の中ではこのような活動をしていると思って

いたので、このセルフトークの習慣がない人がいる、ということを知った時には驚きでした。 

セルフトークでは、架空の話し相手を想定し、その相手と会話するようにして、考えや感情を

整理していく方法です。 

誰と話をするか 

会話する相手は、どのような人物を想定しても構いません。 

 未来の自分、過去の自分、すこし離れたところにいる自分 

 歴史上の偉人、尊敬する人物、好きなタレント、架空の師匠 

ちなみにワシの場合は、過去の自分や未来の自分が登場することが多いです。 

何を話すのか 

ここがいちばんのポイントです。「話す内容」を決めるのは「問いかけ」、つまり質問

です。 

架空の話し相手が発するこの問いかけに対して、自分が答えていくわけです。 

もちろん、相手も自分が作り出した想像上の人物なので、問いかけそのものも自分

が考えなくてはいけません。 

自分が落ち込んでいること自体、または悩んでいる課題やテーマについて語り合う

わけです。 
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しかしただ単に「グチを言うだけ」であっては意味がありません。そこには発展的な

会話がなくては、「メンタルを浮上させる」「メンタルを強くする」という、この記事の目

的が達成できません。 

悪い問いかけ 

 どうしてこんな事態になってしまったの 

 なんで私だけがこんな目に遭うんだろう 

 どうしてあの人は私にばかりキツイ仕事をさせるんだろう 

といったように自分自身や人に問いかける「なぜ」という問いかけは、多くの場合は

答えがないか、自分を責める効果しかありません。 

動かしようのない過去に対する問いかけも、後悔が増すばかりで効果がありませ

ん。 

このような「自責の問い」や「どうしようもないことに対する問い」は、しないように注

意します。 

よい問いかけ 

 同じ失敗をしないためには、どうすればいいと思う？ 

 どんな取り組みをすれば、この問題を解決できるだろう。 

といったような、将来にむすびつく「こと」に対する問いかけは、自然に答えが「解決

策」だとか「取り組み」に結び付きやすくなります。 

「この先、どうすればいいか、何をすればいいのか」というアクションに結び付く問い

かけが、よい問いかけだと言えます。 

6.2 セルフトークの失敗例 

セルフトークの難しい点は、すべて自分の頭の中で展開されて、第三者の視点が入らない点

です。 

そのため、考えが暴走したり、脱線しても止めてくれる人がいません。 
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それを少しでも防ぐために「架空の誰か」を設定するわけなのですが、しょせんはこの「架空

の誰か」も自分なので、客観的な視点を持ちにくい点が問題です。 

そこでここでは、セルフトークで失敗しがちなケースについてお伝えします。セルフトークの途

中でこのようなキーワードが出て来たら、注意してください。 

「なぜ」 

先にお伝えしたように「なぜ」は答えが出なかったり、誰かを責める結果になることが

多いです。「どうすれば」というコトバに換えてみると、考えが発展的になります。 

「ぐち」 

「結局そうは言っても」「あの人には何を言っても」という、単なる不満タラタラになる

状態です。「今の自分に何ができるか」に集中します。 

「心配」 

将来のことが気になってしまう状態です。だけど「この先どうなるんだろう」は、いくら

考えても答えが出ません。先が気になるのであれば、目標や計画の作成に結び付く

ような問いかけをしたほうが発展的ですね。 

「憶測」 

 「こんなことになるなんて、きっとあの人がウラで画策しているに違いない」 

 「なかなか売れないのは、きっと値段が高すぎるからだろう」 

といったように、確認できないこと、「思い込みの因果関係」に基づく憶測は、いくら

考えてもまったく意味がありません。 

「値段が高すぎて売れないかもしれないから、アンケートを取ってみよう」 

「違う価格の商品を用意して、テストしてみよう」 

という「解決策」に結び付くような「どうすれば」という質問に変えていきたいですね。 

「散漫」 

「お昼ご飯に何を食べようかな」「先日のテレビドラマの録画、まだ見ていなかった

な」 

というように、テーマを離れて他ごとを考えてしまうようなケースです。 
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他ごとを考えられるということは、あまり深刻に悩む必要がないと考えられるので、こ

こに挙げたほかの問題点に比べると、あまり重要ではありませんね。 

元に戻りたい場合には、「パン」と手をたたくなど、切り替えのアンカリング（後述）を

使ってみるといいかもしれません。 

6.3 自分の実況中継 

「自分の中に自分とは違う人を設定する」という点でよく似ているのが、スポーツでのメンタル

マネジメントに出てくる「自分の実況中継」です。 

 

頭の中に設定する架空の登場人物は「実況中継のアナウンサー」です。 

もしくは、自分自身がアナウンサーになって、活動している自分自身を客観的に見てもいいか

もしれません。 

 

もちろん「〇〇選手」とは、自分のことです。 

さぁ〇〇選手。今日も快調に仕事をはじめました～。 

さっそく一つ仕事を片付けた、サスガ〇〇選手、今日はノッテいますね～。 

おっと、ここで失敗だ～。果たして午前中に立ち直ることはできるのか～。 
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この手法のよい点は、自分の活動や自分の状態を客観的に見ないと、実況中継はできない、

という点です。 

また「実況中継」という、冷静になって考えると「おかしな」状況なので少し「おかしみ」を感じる

ことができます。 

多くのスポーツの実況中継はテンションが高い状態でお話しするので、自分のテンションを高

めに維持する効果も期待できます。 

6.4 セルフトークの注意事項 

ここで「セルフトーク」についてのまとめとおさらいです。 

 質問の内容が課題やアウトプットの質を決める。 

 ネガティブな言葉や言い回しは避ける。 

 もう一人の自分を設定する。 

まずは「問いかけ＝質問」の質が、答えやアウトプットの質、そして自分のメンタルの状態に

大きく影響を与える、という点です。 

質問のしかたをまちがえると、かえって落ち込んだり自信を失うおそれもあるので、先に挙げ

た失敗例などに注意してください。 

その中でも「ネガティブな質問や言い回しは避けること」が大事です。 

話し相手にどのような人物を設定するのかは自由なので、複数いてもいいですし、想像して

みたら楽しいですよね。 

この「楽しんでいる状態」がとても大切です。 

楽しんでセルフトークができている状態で、すでにメンタル管理力は確実にアップしています。 

 

6.5 フィジカルリンク（肉体との連携） 

あらゆるメンタル管理系の文献には「カラダのたいせつさ」について記載があります。 

昔から 
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健全な精神は健全な肉体に宿る 

と言われているように、カラダの状態とメンタルの状態って深くリンクしているんですねぇ。 

「フィジカルリンク」というキーワード自体は、ワシの造語ですが、そのような「カラダとメンタル

のリンク（つながり）」について考える概念として考えてみました。 

フィジカルリンクを考えるうえで大事な概念をふたつ、ご紹介します。 

それがアンカリングとルーティーンです。 

6.6 いちばん簡単なメンタル管理法「自分の動作」 

「手を上に挙げる」「手を握る」「少し顔を上に向ける」など、一般的に、自分の姿勢を変えた

り、ある動きをするのは、簡単なはずです。 

こうした「ちょっとした自分の動作」で、ちょっとした落ち込みやモヤモヤ感くらいであれば、簡

単に脱出することができます。 

たとえば、室内にいるのであれば、外に出たり、景色が見える窓に向かって立って、上を見上

げてみる。 

その時に胸を張って、両腕を上げたり、広げてみたりする。 

ついでに深呼吸する。 

これだけで、多くの人はイライラやモヤモヤガ少しおさまり、だいぶ気分的に落ち着くのではな

いでしょうか？ 

大きく落ち込んでいるようなときには、効果がないんじゃないですか。 

という疑問が湧くかもしれません。 

だけど、「少しでも効果がある」ことが大事なのです。 

大きく落ち込んでいるようなときは、そもそも外に向かって上を見上げたり、両腕を広げるよう

な気分になりません。 

だからこそ、そのような動作をすることで、少しでも気分をアップさせることが大事なんです

ね。 
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気分がマイナス 100になっているとき、それをプラスに転じてくれるような方法でなくては意味

がない。 

と思っていませんか。 

マイナス 100が、マイナス 90になるだけでも、じゅうぶんに効果としては上がっているので

す。 

「だったら意味ないじゃん」 

という考え方や態度が「メンタル管理の上達」から、あなたを遠ざけているんですよ。 

バカバカしいとか恥ずかしいとか思わず、とりあえず体を動かしてみましょう。 

6.7 アンカリング 

アンカリングとは心理学やコーチング、NLP（神経言語学的プログラミング）で使われている

用語です。 

各分野によって意味づけは違いますが、ここでは 

ある条件と、ある心理状態をむすびつける（アンカー）こと。 

だと考えてください。 

日本人なら、梅干を見ると、口の中が酸っぱく感じますよね。 

いわゆる条件反射ですね。 

これは、知らず知らずのうちに「アンカリング」されているからです。 

「梅干しを見る」という条件と、「酸っぱさを感じる」という感覚が、身についているからです。 

意識的に「条件」と「その条件によって呼び起こされる感覚」をアンカリングさせることによっ

て、自分の意思で落ち着いたり、気分を変えることが可能になります。 

たとえば、よる寝る前にリラックスした状態で、片方の手の親指をほかの指で握り込み、意識

的に 

「こうしていると落ち着くなぁ」 

と何度か頭の中で繰り返してから眠るようにします。 
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これがアンカリングされると、動揺したり、気分が乱れた時に「手の親指を握り込む」ことによ

って、気分を落ち着かせることができるようになります。 

「どのような動作をとるか」と「その動作とどんな感情をリンクさせるか」は自由に選択できま

す。 

会議中や外出先で実践したいのであれば、あまり大きな動作ではないほうがいいかもしれま

せんね。 

「一連の動作」とアンカリングをさせると、一般的にはこれがよくアスリートの間でも活用されて

いる「ルーティーン」になります。 

6.8 有名選手の「あのポーズ」、ルーティーン 

ラグビーの五郎丸選手がボールをキックする前や、イチロー選手がバッターボックスに立った

とき、有名な「一連の動作」がありますよね。 

あれが「ルーティーン」です。 

スポーツ心理学では「プレパフォーマンスルーティーン」と言います。 

五郎丸選手の、祈るようなあのポーズは、当時ラグビー日本代表のメンタルコーチを務めて

いた、園田学園女子大人間健康学部の荒木香織教授といっしょになって作り上げたものだそ

うです。 

「一連の動きに集中することで、観客の歓声や相手の動きなどの外的な障害と、キック

が入るだろうかという不安や心配といった内的な障害を取り除くことができる」 

（産経WEST） 

のだそうです。 

これも、本人の練習と繰り返しの動作が必要です。 

「あのポーズ」だけが有名になりましたが、実は五郎丸選手のルーティーンは「ボールを

フィールドに置く」ところからスタートしていて、両手でボールをくるくると二回転させてセッ

トすることからルーティーンははじまっていたのだそうです。 
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五郎丸選手のあのポーズは一時期「国民的」と言われるほど人気になりましたが、あのポー

ズをまねれば誰でも集中できるわけではありません。 

アスリートのルーティーンだけが有名になりがちですが、楽器の奏者などにも見られるそうで

す。 

6.9 自分がパフォーマンスを上げられる「おまじない」をつくる 

ここでは、アンカリングだとかルーティーンといった概念をお伝えしました。 

この冊子の中で大事なのは「用語の科学的な定義」だとか「正しいルーティーンのつくり方」な

どではありません。 

落ち込みや自信喪失などの、あなたの気分の乱れを整えて、仕事のパフォーマンスが上がれ

ば、その方法はアンカリングだろうが、ルーティーンだろうが、単なる「ゲン担ぎ」であったとし

ても、まったく構わないわけです。 

もし思い当たらないのであれば、ここまでで説明した方法を試してみたらいかがですか、とい

うことですので、自由に「自分が落ち着くための儀式」を開発すればいいのです。 

ちなみにワシは、仕事で人とお話しする際や、セミナーで講師を務める際には、次のようなこ

とをして、気分を落ち着けています。 

 演台（講師用の教卓）に自分の持ち物をたくさん置く 

 アキレスけんのストレッチをする 

 セミナー中は声を張り、抑揚を大きくつけて話し、身振り手振りを大きくする 

セミナー会場では大きく体を動かすことはできませんが、自分の仕事場ではよくストレッチなど

をしています。 

ひとりでパソコンに向かって仕事をしていると腰や肩が痛みがちなので、気分転換にもなって

ちょうどいいです。 
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6.10 気持ちがアガるなら何でも活用する 

自分の気持ちを上げられるのなら、何でも活用すれば OKです。それ以外にも「メンタルにい

い影響がありそうな行動」を上げておきます。 

最初のうちは手あたり次第でもいいので試してみて、効果があったモノを習慣にしていくとイイ

ですよ。 

 お気に入りの服や持ち物 

 睡眠 

睡眠がメンタルに与える効果は大きいです。メンタル崩れがちな人はたっぷり睡眠をとり

ましょう。 

 趣味や習い事 

得意な楽器で気分がおちつく、という人は多いですね。 

 お守り、縁起物 

 ペット、植物 

 買い物、おでかけ、お酒、食事 

（飲みすぎ食べ過ぎには注意） 

 適度な運動 

（ウォーキングやジョギングは健康管理とメンタル管理の両方の効果があってコスパ最高

です） 

 

6.11 振る舞い、言動を変える 

自分の動きや言動に注意するのは、自分自身へのメンタル亭効果のほかにも「人が見たとき

の印象」にも大きな影響を与えます。 

人から自信がある人に見られるのか、自信がなさそうに見られるのか。 

この人に与える印象は、自分にフィードバックとして返ってきて、さらに「自己イメージ」を強化

することになります。 
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つまり、以下のようなループです。 

 

これを打開するには、まったく反対のループを作ればいいわけです。 

 

大事な転換ポイントは「望ましい勘違い」で、ここで 

「イヤイヤ、ホントはぜんぜん自信がないんです」 

なんて謙遜ばかりしていると「望ましい勘違い」が生まれません。 

人から指摘された場合には 

 「あまり自覚はないんですけどね～」 

くらいにとどめておいて「人からの指摘を否定しない」のは大事です。 

6.12 自信ありげに振る舞うことで後から自信がついてくる 

ワシ自身「ホントは自信がない人なんです」なんて人にお話しすると、なかなか信じてもらえな

いことがあります。 

そういった人たちにとって、きっとワシは堂々としているように見えるのでしょう。 

自信がない → 振る舞いとして現れる → 人から「自信がない人」に見られる → 

→ 「自分は自信がない人だと見られている」と自分にフィードバックされる → 

→ 「自信のない自分」という自己イメージが強化される。 

自信はないけど、自信があるように振る舞う →  

→ 人には「自信ありげ」に映る → 

→ 「自信あるんだね」などと自分にフィードバックされる → 

→ 「あれ？自分って自信あるのかな？」という「望ましい勘違い」が生まれる → 

→ 徐々に「自信がある自分」に自己イメージが修正される。 
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でもこれは堂々と見えるように振る舞っているだけなのです。 

アスリートでもタレントでも、入門者の多くは自信がありません。 

現場をこなすうちに「自然に」自信が身についていく、ということも、たしかにあるでしょう。 

でも多くの人は「自信があるように振る舞うことによって、本当に自信が身についていく」という

体験をしていることだと思います。 

自信がなければ、自信があるように振る舞えばいいだけです。 

すると、多くの人は「この人は自信ある人なんだな」って見てくれます。 

そうすると、チャンスも増えます。 

場数をたくさん踏むことができるようになるので、本当の自身も身についてきます。 

最初はハッタリでもいいので「自信ありげに振る舞う」ことは、とても大事なことなのです。 

6.13 自信ありげな人の振る舞いをまねる 

「自信ありげに振る舞う」って言われても、具体的にどのように振る舞えばいいのか、困ります

よね。 

では、このようにしてみたらどうでしょう。 

あなたが「こうなりたい」と思っているメンタルの状態ってありますよね。 

そのようなメンタルをすでに実現している人が身の周りにいますか？ 

その人は、なぜあなたが「こうなりたい」と思っている姿をすでに実現しているように見えるの

でしょう？ 

その外形的な要因（見た目、言動、ふるまい）を思い浮かべてみます。 

そして、その言動を「ハッタリ」でいいから、マネるのです。 

6.14 自信ありそうに振る舞うコツ 

「ハッタリをかます」という言いかたをすると、誤解を生むかもしれませんので、ここで注意して

おきますね。 
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それは、以下のような「ウソをつくこと」ではありません。 

 卒業していない大学を卒業したかのように言う 

 獲っていない賞を獲っているかのように言う 

 もっていない資格を持っているかのように言う 

 体験したことがないことを体験したかのように言う 

こういったことを推奨しているわけではありません。これらは「ウソ」ですもんね。 

では、自信ありげに振る舞うとは、どのようなことを言うのでしょうか。 

たとえば、動作や「見た目」で言えばこのようなものです。 

 胸を張る。 

 うつむかずに前や上を見る。 

 相手の目を見る。 

 ややオーバーなアクション（身振り手振り）をする。 

 大きめな声でハキハキ話す。 

 語尾をにごさず、言い切る。 

 謙遜や自虐をせず、褒められたらお礼を言う。 

 よく笑う。 

 大股で歩く。 

 動きや話に緩急をつける。 

どうですか。ひとつひとつは、どうってことないことばかりでしょう。 

これらはすべて「自信がありそうな人って、どのような振る舞いをしているんだろう」って観察を

した上で、できることは全部まねるだけなのです。 
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7 まとめ。メンタルは自分の意思で変えられる 

さて、このテキストの内容も、そろそろおしまいです。 

メンタルって、目に見えません。 

だから「取扱い」が難しいように見えます。 

今回このテキストでお伝えした「具体的なテクニック」としては「セルフトーク」がすべて頭の中

で実践されることなので、慣れていない人には難しいかもしれません。 

しかし日々の実践の点で言うと、だんぜん「からだを使ったメンタル管理」のほうが、何といっ

てもカンタンで効果的です。 

ワシ自身も、3年以上「コーチ」にご相談を依頼していたことがありました。 

3年経ったとき「もうあなたにコーチングはいりませんよ」と卒業宣言をいただきました。 

これはおそらく「あなたはもう、自分のメンタルを自分で制御できる」というお墨付きをいただい

たのだと、勝手に理解しています。 

そんなワシが実際に実践していることは、このテキストに書いたような、実にシンプルなことの

繰り返しなんです。 

もしこのテキスト、動画をご覧になって実践し、何らかの効果が出たら、ぜひ教えてください。 

連絡先は、巻末に記載してあります。 

あなたからの成果報告を楽しみにしています。 

8 ひとり起業の人のために 

このテキストの内容は、以上でおわりです。 

ここからは、「ひとり起業家」「個人事業」のあなたへの、お知らせです。 

きっとあなたは「ひとりで起業してひとりで仕事をしている人」だと思うのですが、相談相手や、

毎日の情報交換ができる相手がいないのって、不便や不安がありませんか。 
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もしあなたが、 

「個人的に起業や業績アップのサポートがほしい」 

「自分と似たような仲間と共に意見交換したい」 

という希望をお持ちでしたら、ワシ自身が運営している 

「ひとりビジネス向けのオンライン勉強会」や「オンラインコンサルティング」 

をオススメします。 

 

数ヶ月に一度「無料体験会」を開催しているので、そちらで体験していただいてから入会して

いただいても OKです。 

月額は 3,980円です。（2020年 6月現在） 

現時点で、10名の「個人事業」「フリーランス」の方々がメンバーとして活動しています。 

デザイナーさんや、自宅教室の先生、バイオリンの先生、整理収納アドバイザーさ

ん、パーソナルトレーナーさん、レシピ開発専門家、パソコンの先生 

というように、多彩なメンバーがお待ちしています。 

興味のある方は、ぜひこちらからご参加くださいね。 

 

ワシ勉のご説明は  https://basaranet.com/washiben 

入会は https://community.camp-fire.jp/projects/view/186936 

お目にかかれるのを楽しみにしています！ 

https://basaranet.com/washiben
https://basaranet.com/washiben
https://community.camp-fire.jp/projects/view/186936
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