
今日も穏やかな朝。

太陽の光で自然と目が覚め、
穏やかな気持ちで朝を迎える。

窓を開けて風を感じがら太陽の光を浴びる。
目が気持ちいいほど覚める。

太陽の光は人間では生成できないビタミンEを生成してくれるから
それを感じながら心地いい朝を迎える。

そんなゆっくりとした時間を過ごしながら、
今日はどんな1日を送ろうか妄想を膨らませてみる。

これがすごい楽しい時間だったりする。

今日はおいしい料理でも食べてに行こうか。
大好きな野球とかバスケをするのもいいな。
小説を読んで新しい世界に身を委ねるのもあり。

そんなことを考えながら、
いつもAmazonでまとめ買いをしている
500ミリリットルの天然水をたくさん飲む。

水分は血の循環をよくしてくれるから、
頭も働きやすい。



また良質な水を飲むことでさらに体が綺麗になるから
女性の方は特におすすめ。

ぼくの場合もちろん健康のためもそうだし、
1日の生産性を上げるためにもすごいいいから飲んでるわけだ。

人間の70%は水分でできてるからね。

ゆっくりシャワーを浴びてあえて外に出る準備をする。

最近は慣れたけど、もともとは家にいると
ただグータラしてしまっていたから。

そのことが経験的に学んだから、
とりあえずシャワーをして
とりあえず服を着て、
とりあえず家を出る。

やっぱ外は気持ちいい。
これには精神的なゆとりがあるってのもおおきいのかもしれない。

実はぼくは大学1年生の時に人生ではじめて
学校がつまらないなと思った。

尊敬できる友達もできないし、
大学の授業はもちろん面白いものもあるんだけど、



やっぱそれを共有できる仲間もいないし。

ぼくは今までわりかしいろんな友達に恵まれてきた人間だったから、
そのありがたさが大学に入って初めてわかった。

もちろんあの時に苦しんだ自分がいるおかげで、
今の自分がいるから後悔したかと言われるとそんなことはない。

もちろんぼくより辛い人生経験をしてる人なんてたくさんいるから
偉そうなことは言えないけど、

結局どんなに辛かったり、大変な過去があったとしても
その過去があったからこそ今の自分がいる

っていう前向きな生き方ができる人間がぼくは好きだ。

今この瞬間を楽しもうとしているっていう生き方がかっこいいなと思うからだ。
（哲学でいうところの弁証法的な考え方にちかい）

そう、精神的に幸せで満たされてる人って
過去の自分を受け入れられてる人が多いなあ。

過去の自分なんかいなければよかった
とずっと思っていると、いまこの瞬間をずーっと楽しめないからね。



で、そうならないためには、
いまこの一瞬一瞬をたいせつにすることが秘訣。

もっとわかりやすくいうなら、
自分を幸せにしてあげられるような努力をしてあげること。

いまぼくがこんな幸福に満たされてるのは、
まさにじぶんがどうすれば幸せになってくれるかな。

って考えてそうなれるように努力をしてみたから。

まあ、もっと面白い未来がこれから待ってるから
努力を怠らずもちろんがんばっていく予定。

そういえば今通っているこの道はむかしぼくがきらいだった道だ。

そう思うと不思議なものだ。
いまはこの道が好き。

というか、どんなところでも好き。
（ん、これってただ散歩を好きになっただけか？笑）

そんなことを考えながら朝ゆっくり外を散歩する。



「ピコン！！」

あ、通知だ。なんだなんだ。

そう思ってスマホを開いてみる。

「決済が完了されました。」との通知。

あ、また商品が売れた。

銀行口座を開いてみると、
いつも通りお金が振り込まれてる。

ああ、今回は5万円の商品が売れたのね。

そんなことを思いながら、
またスマホをポケットにしまって
歩き始める。

周りを見渡すと、
たくさんの人たちが
慌しそうにそれぞれの会社に向かっている。

サラリーマンって普通にすごいと思う。
純粋に尊敬する。

自分のやりたくない仕事を



投げ出しもせず、

毎日決められた場所に
決められた時間に出社して、
汗水流して働いている。

ぼくはイヤなことはやりたくないし、
時間に縛られて動くのはすごく苦手だから

こうやってこんな朝早くからスーツを着て
重たい荷物を持って会社に向かうのは
畏敬の念さえ感じることもある。

でも、みんな大変そうだな。
よくそんなにがんばれるよな。

振り返ればぼくも元々はそんな生活を送っていたのか。
まあ、ぼくはまだ学生だったから会社員とかではなかったけど、
この人たちみたいに朝早くから働いてたよなあ。

今でも忘れない。大学1年生の時の蕎麦屋さんのバイト。
朝6時からだから5時に目覚ましをセットなんかしてたな。

朝起きるのがすごく苦手なぼくからは
本当にたいへんだったなあ。笑

結婚式のバイトもたいへんだったな。



12時間働いて昼休憩なしとかふつうだったもんなあ。

でも、そんなたいへんさを経験したからこそ
今こうやってすごい自由な生活を送れてるんだな
っても思うから人生って面白い。

ここは今東京だけど、
ここにきた理由は滑り止めの大学が
東京にあったからだった。

そう。ぼくは大学受験ほとんど落ちたんだった。

現役の時はすべて落ちて、
でも、どうしても学歴の良いところに行きたかったから

経済的に余裕のない家庭なのに、
頭を下げて浪人させてください！！！
って頼んだなあ。

で、浪人して自分なりに頑張ってみた。
覚悟を決めたから親元を離れた。

両親に頼りっぱなしの自分を変えたかったから。
友達との遊びもその１年間はすべて断った。

全部を受験勉強に捧げて1日12時間は勉強にあてた。



40代だった偏差値も70まで上がって
結構嬉しかった。

でも、結果滑り止めの大学以外は全部落ちてしまった。
その時はめちゃくちゃショックだったなあ。笑

さすがに、そんなに覚悟を決めて頑張った１年間っていうのは
なかったから。

でも、もし本命の大学に受かっていたら
今ここでのんびりとした生活を送っている自分は多分いない。

それどころかしっかりと大手企業に入って
バリバリに働きまくっていたのかもしれない。笑

そんなことを考えながら、
交差点の信号が点滅していたので急いで先の方へ渡る。

人は生まれていつかは死ぬ。
はじまった瞬間におわりに近づいていく。

「諸行無常」

平家物語で出てくる仏教のことば。

「世界のあらゆる事物は常に変化し続けるもので、永遠ということはない」



そう、永遠ではない。
人生は永遠ではないのだ。

そこからどう捉えるかは
人それぞれなんだけどね。

だけど、ぼくは永遠じゃないからこそ
そこに価値があると思う。

もし、一生生き続けるってなれば
それはそれでしんどそうだしね、、笑

終わりがあるからこそ
ぼくは人生を楽しみたいな
と思うし、

死ぬ瞬間には
生きていてよかった
と感じて死にたい。

人は本能的に幸福を求める生き物だと
アリストテレスが言ってたけど、
まさにその通りだよなって思う。

というか、2400年前の人が思っていたことが
今の自分もそう感じれるってすごい感慨深い。



ぼくはむかし勉強が好きではなかったし、
興味も無かった。

ただいい高校や大学に入るためにしかやっていなかった。

でも、いまは純粋に学ぶのが好き。

どうやって言語が生まれたのかとか、
なぜ宇宙の法則はあまりにも綺麗なのかとか、
どうやって人間が進化していったのかだとか

なんでも興味がある。

知的好奇心の塊とはまさにこのこと。

でも、こうなったのはビジネスの世界を知ったから
っていうのが大きい。

今思えば、
あの頃はビジネスのビの字も
知らなかったんだよね。

ビジネスって聞くと
わー頭良い人がやるやつね。
って思っていたし、



才能がある人だったり、
お金のない人じゃないと
できないもんだと思っていたんだよね。笑

でも、それは今思えば逆。
ビジネスを学んだからこそ

センスが磨かれるというか、
思考が洗練されるという感じ。

大体難しいって感じてることって、
実はそんな難しくないことが意外とおおい。

ビジネスをやってからそんな感覚が身についた。

今までは知らない世界に対して、
ただ怪しいとか難しそうとかで
済ませてそれを見ようともしていなかったけど、
本当にもったいないことをしていたよな。

これって別になんでも同じで、
今までの自分にはない価値観や世界が現れた時に、

目を逸らしたり、
ただ否定するんじゃなくて、

本当にあやしいのか？



本当にむずかしいか？

そう思う感情はそもそもどこから来てるのか？
って考えるようになった。

それだからこそ今いろんなことにチャレンジしたい
って気持ちが強いのかもしれない。

またそんなことを考えていたら、

「ピコン！！」と通知。

お、今度は20万円の商品が売れてる、。

やっぱインターネットと仕組みの組み合わせって
凄すぎるよね。

最初インターネットビジネスに対して、
あやしいとか言ってたけど、

今思えば本当に無知以外の何者でも無かったよね。笑

怪しいもクソもないどころか、
世の中のほとんどの会社インターネットビジネスやん。
って感じよね。

Amazonだって、
メルカリだって、
Appleだって、
東進ハイスクールだって、



全部インターネットビジネスだわwwwみたいなね。

いやー無知ほど恐ろしいものはないよね本当に。笑

だから今でも周りの友達や
先輩に自動でお金が生まれる仕組みを作ってる。

っていっても全然信じてくれないし、
ああ、本当にほとんどの人が
そういう世界を知らないまま終わっていくのか。

なるほどな。じゃあ知ったもん勝ちなのか。
ってつくづく思う。

親にもインターネットを使って
ビジネスをやってるっていったら
ちょー否定されたよな、、。笑

「あんたそんな危ないことやめなさい！」
ってね。

いやいや危ないって何を根拠に言っているのよ。
って感じだし、

仕組みを作るために必要なお金って
メルマガとブログのお金くらいだから
4000円もいかない。



いや、リスクほぼ皆無ww
逆にこんなローリスクで大丈夫なのか
ってこっちが心配になるよ。笑

ビジネスやってる世界の人たちからすると、
普通どころか当たり前の価値観なんだけど、
やっぱその世界に入ろうとしない人から
するとその人たちにとっては非常識なんだな
って思ったよね。

その経験もあるから、
ぼくは常にじぶんの中の常識は
ほとんど間違ってるってスタンスで生きてる。

そうすると、
いろんな価値観を受容できるし、
何より非常識を知り受け入れた時が
1番成長するっていう感覚があるんだよな。

今ぼくは何もしなくても勝手にお金が入り続けてくれるし、
時間も有り余ってる。いわゆる暇だ。

だから今こんな感じで朝の9時をすぎてるのに、
のんびりと散歩をしている。

世間一般的に見るとこれは非常識なことらしいが、
ぼくのいる世界ではこれは常識以外の何者でもないから、

「そんなのうそだ！！！！」
と言われても、



「ああ、いや、本当なんです、、笑」

としか言いようがない。

こういう非常識を受け入れるってのが
兎にも角にも大事大事だよね。

お腹がすいたから定食屋さんに入る。

ぼくにとって何より大事なのは時間だ。
お金は無くなっても、
いつでも回収できるけど、
（しかも勝手に入ってくるし、）

時間だけはどう頑張っても戻っては来てくれない。

だから料理したい！！って思いがない限りは
大体外食をすることが多い。

料理作るのは結構好きだけど、
時間を生むために敢えてやっていない。

そういえば、
この書籍のタイトルを
まだ決めてなかった。



何にしようかな。

「自分の人生は自分で決める」

とかにしようかな。

人間って欲が尽きることはない。

何かを得ると、すぐ別の何かを欲しがる。
何かを叶えると、別の何かを達成したくなる。

でも、これは人間の根源的な欲求だし、
人はこの欲求があるからこそ、
成長していけるものだと思う。

だけど、ほとんどの人はこの欲に忠実になぜか
なろうとしない。

お金持ちになりたいとか
モテモテなりたいとか
周りからすごいって言われたいとか

本当はみんな思っているはずなのに、
なぜかそれを実現しようとするために動こうとする人
って少ない。

なんなら

別にお金がなくても幸せになれるしとか
別にモテたからっていいとは限らないだとか



強がってみたりする。

でも、それだともったいないとぼくは思っている。

ぼくは普通にお金持ちになりたかったし、
モテモテになりたかったし、
周りから注目を浴びたかった。笑

欲望まみれである。笑

でも、他人に迷惑をかけない限り
自分の欲に素直になるって大事なことだと思う。

しかもこれはマインド的な話だけど、

お金じゃ幸せは買えないとか
モテることが全てじゃないとか

そういうのは、
お金を稼いでる人間やモテている人間が
いうから説得力があるのであって、

それを達成してない人が言ってもかっこわる
とぼくは思ってしまう。

よくいるじゃないですか。
自分の実力ないのに、見栄を張る人。

あんな感じのダサさというかもったいないなあ感さえ感じさせます。



だからぼくはよくも悪くも自分の欲にまず忠実になってます。

で、ここからが大事。

欲に対して素直になるって
まああんまりむずかしい事じゃない。

自分の欲なんて実は自分が1番わかり切っているから。

でも、この欲を叶えようと動くって人はまあいない。

ぼくの周りの親や先生や友達もほぼ全員だ。

お金持ちになりたいと思っていたとしても、
お金もちになるための勉強をしようとはしない。

しかも
お金持ちになりたいと
心の中では思っているの
にもかかわらず、

周りでお金持ちになろうと
するものが現れると
その挑戦を潰そうとする。
（特に日本は帰属が強いからなおさら）



これを今読んでるあなたにも心に手を置いて考えて見て欲しい。
今の自分はこれに該当しないのかと。

どうだろうか？

大半の人は不満があるのに、
それを愚痴にして吐き出すだけで、
その環境から抜け出そうとはしない。

仕事が嫌だと言いながら、
家ではだらだらYouTubeをみたり、
スマホゲームをしていたり、

でも、それは本当に自分のやりたいことなのだろうか？

本当にそれはあなたが生きたかった人生なんだろうか？

心の底から今の自分に満足をしているのか？

これに少しでも引っかかるところがあるのであれば、
今すぐにでも動くべきだ。

ぼくは家庭はお金がなかった。
だからほぼ週7日でバイトをしていた。

友達とも本当は遊びたかった。
カラオケとか呑みとかもっと行きたかった。

本当はバイトなんてしないで、
自分のやりたいことをもっとしたかった。



だから動いた。

なんとかしないと。
このままじゃ一生後悔しちゃう。

そう本気で思ったからこそ動いた。

動かないと始まらない。

自分の人生は自分しか変えられないのだ。

とてもシンプルな話。

①欲に対して素直になる。
②①を解決する手段を調べて行動する。

たったこれだけ。

最近毎日のようにTwitterやブログで、
「ぼくもわたしもおみさんみたいになりたいです！！」
とくるので、

「じゃあ、これをやってくださいね」

と提示する。

でも、それをきちんとやってる人はまあいない。

みんな結局口だけ。



「今はまだ、、」とか
「自分はこうだと思うんですよね」とか

口だけ達者で何も動こうとはしない。

少し言い方が厳しいけど、
自分の人生を自分で決めたいなら
それくらい本気じゃないといけないから本音を言ってる。

ぼくは本気だったからこそ
たった3ヶ月で月収150万を達成できた。

才能なんかじゃない。
本気だったというだけだ。

特にぼくのやってるインターネットビジネス
なんて別にたった3ヶ月から半年くらい

がっつり勉強すれば、
月30万くらいは自動で入る仕組みを作ることができる。

月30万もあれば大体なんでもできる。

しかも仕組みを作るまでは労働だけど、
一度それが終わればあとは労働ゼロで全然構わない状態になる。

そして、時間が働いてる人と違って
格段にあるから
その時間を使って好きなことをしたり、
さらに勉強して資産を増やしていけばいいのだ。



ぼくは普段からアウトプットのために
初心者の頃は特に
感想書きまくれ。
コメント書きまくれ。

って言ってるんだけど、
これをやる人もほとんどいない。

せっかく自分のためになるのにみんなやらない。

でも、それは逆にチャンスだ。
みんながやらないことをやると成功する。

これは不変の成功法則である。

こんな偉そうなことを言ってるぼくだけど、
最初は全然行動できないただのノウハウコレクターだった。

でも、この法則に気付いてからは、

「どうせみんなやってないだろうし、チャンス！！」

って気持ちでどんどん行動ができるようになった。

こうやってどんどん最初の頃は知識をつけていった。

だからまずあなたが本気で自分の人生を自分で
切り開きたいと思ってるのであれば、
この書籍の感想や思ったことを書いてみることから
初めてみるといい。

感想を送ってくれた人にはプレゼントも用意してます。



そうやって小さい行動から全ては始まっていく。

ぼくも最初の頃は
とにかく感想を送りまくった。
これでもかというくらい。笑

でも、それをやっていく中で壊滅的な文章力が
ちょっとずつ良くなっていって、
今では10,000文字の文章を普通に書けるようになった。

「やるかやらないか」じゃなくて、

「やるかもっとやるか」

くらいのスタンスで。

こんな気持ちで毎日を過ごしていくと
確実に人生は変わっていく。

ぶっちゃけビジネスの世界って
超面白いです。

月100万稼いでる人から
月3000万稼いでる人まで

そんな人間がうじゃうじゃいます。

そんな人たちと過ごす時間ってのは
本当に面白いし刺激的です。



ここまで読んでくださったあなたには
ぜひ一緒にこの世界へ飛び込んできて欲しいです。

そしてぼくと共に
「自分の人生を自分で選択できる」人生を歩んでいきましょう。

追伸

さらにもっと深く学びたいなという人のためにプレゼントも用意してます。↓
（https://my161p.com/p/r/3IOxE5cj）


