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何をやっても人生上手くいかない 

皆さん、人生で悩んだ時、 
・自分を変えたい！ 
・どうやったら変わるんだろう・・？ 
・本読めば、詳しい人に聞けば変わるのかな？ 

そんなふうに色々悩まれてきた方も多いと思います。 

僕も色々なセミナーに参加したり、本を読み漁ったり、 
当時自分が尊敬していた人に質問をして教えてもらったりもしました。 

けど、そういったことをやってもなかなか自分を変えれませんでした。 
実際にそういう方も多いかと思います。 

・頑張っても、頑張っても、なんか上手くいかない・・ 
・私って不幸で恵まれてないのかな・・ 

それらの問題を放置したまま過ごしていても 
・恋愛が上手くいかない！ 
・仕事、職場の関係が上手くいかない！ 

と、自分の課題を放置しちゃっても結局は上手くいかない結果しか待っていません。 

なので 
・やっぱり自分を変えて人生取り戻したい 
・自分らしく生きたい 
・自分の軸を取り戻したい 

そう思う方に向けて今回も貴重なお話をするので 
是非、最後まで見て頂けると嬉しいです。 



自分を変えたいor人生を変えたい 

人によっては『自分を変えたい！』と言う人も居れば 
『人生を変えたい！』と言う方もいらっしゃいます。 

最初に皆さんに理解してほしいのは、 
実はこれ、似てるようで全く別物です。 

『自分を変えたい』と言うことは 
・今の自分はダメだよね 
・今の自分が良くないから新しい自分に変わろう 
・凄い自分になろう 

と言う時点で自己否定が入っています。 

今の自分が世界一最高だと思えていたら変わろうと思わないはずです。 

今の自分が世界一最高な人間だとしても 
・もっとお金欲しいな 
・もっと良い恋愛したいな 
・もっと世界を変えたいな 

そんなふうに思っていたら『人生を変えたい』という発言をするはずです。 

つまり自分を変えたいと思っている人ほど 
自己否定が強い人が多いです。 

実際に僕のに相談やメッセージを頂く時に多いのは 
『どうやったら自分を変えれるのか？』と言った意見が多くて 
『人生を変えたいです』と言ってる方は結構少なかったりします。 

ということは、自己否定をしてしまうということは 
『自分はダメな人間だよね』と自分を否定してしまっている状態。 

そんな自分を変わりたいと思っても、変わろうと思えば思うほど変われません。 
なぜなら自分の事を『ダメ』と思っているからです。 
ダメと言っている自分が変わるわけないですよね。 



僕も昔は自分を変えたくて、当時の自分が嫌でめちゃくちゃ嫌いでした。 

小中高と虐められ、社会人になっても先輩に虐められ、 
何かビジネスを始めても上手くいかなくて 
「何で俺こんなに頑張ってるのに上手くいかないの！？」と、 
そんな何をやっても上手くいかない自分が嫌いでした。 

性格面で言えば 
・なんで俺こんな時にこんな考え方をしてしまうんだろう・・ 
・なんでもっと人に優しくしてあげれないんだろう・・ 

その他も、クセ、思考、学習能力、 
・このクセが嫌い！ 
・もっと成績が上がれば皆からバカにされないのに！ 
・〇〇についてあの人は理解できてるのに俺は全然理解できてない・・ 

そうやって否定を繰り返してきたから自分のことがめっちゃ嫌いでした。 

そんな時に僕が言っていた言葉が 
『自分を変えたい』でした。 

変えたい！変えたいのに何で変われないの俺！！ 

そうやって何十年も変われなかったのが僕の現実です。 

では、今はどうなのかと言うと、 
めっちゃ自分のことが好きです。 

好きすぎて変わろうと思っていない。 
『人生変えたい』としか思っていません。 

そういうように『人生変えたい』と思うとどうなるかと言うと、 
『向上』しかないです。 

・どうやったら自分を高めれるんだろう 
・どうやったら沢山の人を救えるんだろう 

そういったように自分でなく他人にフォーカスが向くようになります。 



他人を変えたいではなくて 
自分の為に、自分が幸せになる為にどうやったら周りを良くできるかな？ 
というように自分中心で考えれるようになりました。 

ここに関しては捉え方によって難しく考えてしまう方も居るのでまず覚えてほしいのは 

・自分を変えたいのか 
・人生を変えたいのか 

このどちらなのかという所をまずは考えてほしいです。 

また、分かりやすく皆さんに質問をするなら 

皆さんは普段どちらをよく意識して考えていますか？ 

例えば会社終わりの帰り道に 
・今日は仕事上手くいかなかったな・・ 
・彼と別れちゃった・・ 

など考えたとします。 

そんな時は皆さん、普段どんなことを思考していますか？ 

『自分を変えたい』と思ってませんか？？ 

こう質問をすると大体の方がそう思われると思います。 

なので『自分を変えたい』から『人生を変えたい』にシフトしていけば 
それだけでも劇的に変わっていくと思います。 

ただこれだけでは自分を変えれない、もっと変わりたいと思っているけど変えれない方に 
まだまだお伝えしたいことがあるので 

次に自分を変えれない方の口癖だったり特徴をお伝えしたいと思います。 



やった事ばかり言う 

大体、「自分は変われないです」や「頑張ってるけど上手くいきません」という人に限って 
やった事ばかり言う人が多いです。 

世の中、仕事はどちらかと言うと結果重視だったりします。 
なぜなら売り上げや結果に繋がらないと意味がないと思われているからです。 

そんな中、「やりました！」とやったことだけを言って 
できた事や具体的なこういう結果になったという事を言わない人も多いです。 

例えば筋トレで言うと 
筋トレをすることで美しくプロポーションを保てたり、筋肉を付けたり 
その為に沢山筋トレをして筋肉をつけますよね。 

なのに数回筋トレをしただけで 
「筋トレやりました！なのに筋肉付きません！！」と言われたとします。 

数回やっただけでは筋肉は付きませんよね。 

つまり、できたこと、達成したことよりも 
やったことだけを言う人が多いように感じます。 

そうなる理由もあって、 
子供の頃、やったことだけを褒めてもらってた経験ありましたよね。 

しかし、大人の世界はそうではないです。 
大人の世界はできた事が褒められる、そんな世界だと思います。 

なのでそういう方は大体、悩み相談に来られて、質問をして掘り下げていくと 

・相手に言いました！ 
・自分と向き合いました！ 
・私、何回もやったんですよ！？ 

と言われます。 

僕がいつも伝えている『自分と向き合おう』『親と向き合おう』というのは 
人生を良くする為に、自分らしく堂々と生きる為に自分や親と向き合おうねと言っています。 



なので、正直『結果』が出ていないのであれば 
やったことだけを言っても意味はありません。 

やはり自分を変えれない人はやった事だけを言う人が多いです。 



3D思考 

この３D思考というのは『でも』『だって』『どうせ』からくる 
考えてるつもりの方がよく使う言葉を表しています。 

しかし、『でも、待てよ・・』や『でもこれはどうだろう・・』など 
一見、良い感じに使っているようにも見えますよね。 

しかしこれを使っている本人は考えてるつもりなだけで実際考えていないことが多いです。 

なのでこの３D思考を使う人の特徴というのは 
考えているわけではなくて自己防衛をしてる方が多いです。 

例えばどんな自己防衛かというと、 

・でも、上手くいかなかったらどうするんですか？ 
・だってあの人は〇〇してたから意味ないですよね！ 
・どうせ彼は私の話聞いてくれないですもん 

というように、考えているように見えても先回りして否定し、 
やらない理由を作っているだけと言えます。 

つまり、何もしない為に,言い訳をする為に 
この３D思考を使って考えてるふうの人が居るということです。 

なぜなら、何もしなければ傷付かなくて済むから。 

また、何もしないことで人生失敗しない為だったりもします。 

失敗しなければ自分はこれ以上下がることはないと 
そういうふうに考えて言い訳をしている人も多いです。 

なぜそういうことをやってしまうかと言うと 
自分で考えることを放棄してしまっている為、こういったことが起きています。 

自分で考えないということは自分で決めないということです。 
自分で決めないということは他人に決めてもらいたいということ。 



そういう何もしない人ほど他人に決めてもらいたかったりします。 

ではなぜ他人に決めてもらいたいのかというと 
自分が責任を取りたくないからです。 

なぜなら、決めてくれて人のせいにできるから。 

・あなたが〇〇って言ったから私はやったんですよ！ 
・私は決めてません！ 
・だから私は悪くありません！ 

そうやって人に決めてもらい人のせいにすることで 
最強の言い訳が誕生します。 

なのでそういう自分で責任を取りたくない人ほど 
誰かが決めてくれたことをめちゃくちゃ欲する方も居ます。 

口では「私意思が弱くて決めれないんです！」と言われますが、 
大体の人が決めることはできるけど責任を取りたくないから、 
だから他人に決めてもらいたいと言ってる方がほとんどです。 

そういう人は他人が決めてくれるまで動かず、言い訳ばかりしてしまいます。 

しかし、自分がやろうと思って決めたことには 
３D思考を使って先回りしてやらない理由を作り、何も行動はしません。 

そういう自分を変えれない人というのは 
やる前にやらなくてもいい理由を見つけるプロとも言えます。 

それだけでは人生は変わりません。 



頑張って生きている 

というように、自分を変えれない人の特徴や口癖を紹介してきましたが 
ただ、そういう人に悪意があって「自分は変われない」や「自分は無理です」と 
言ってるわけではないですよね。 

本人は変わりたいと思っているけどなぜか変われないくて、 
前述したような言い訳をして自分を正当化している方も多いと思います。 

そういうように、 
自分を変えたいと思っている方は頑張って生きていると思います。 

しかし、頑張って生きているんだけど心内ではどう思っているかと言うと、 

・頑張れない私が悪い 
・私の努力、頑張りが足りてない 

そう思われてる方も多いと思います。 

しかし人間は努力すれば何かしら上手くはいきますが 
努力しても頑張っても上手くいかない人は居ます。 

それはなぜだと思いますか？ 

イメージとして 
・100kgの丸太を持っている人 
・何も持っていない人 

どっちが50m走る速く着くと思いますか？ 

もちろん丸太を持っていない人だと分かりますが 

こういう方、居ませんか？ 



人生において100kgの重さを持って頑張って生きてる人や 
何も持っておらず身軽な状態で生きている人 

ではこの違いは何なのか？ 

その違いが『過去のできごとの違い』です。 

過去のできごととは『思い込み』や『トラウマ』で 
過去の何かしらのできごとによって皆さんは思い込みやトラウマを抱えてしまっています。 

正確に言えば身体に染み付いているのですが 
分かりやすく凄い重たいものを持っているイメージとして話を進めていきます。 

・親から愛されてこなかった、拒絶された 
・ろくでもない男に捕まって嫌な恋愛をしてしまった 
・友達関係で嘘を付かれて傷付いた 

等、そういう過去のできごとによって少しずつ身体が重くなっていきます。 
なのでそれが積み重なって100kgの丸太となっているようなものです。 

しかも本人はそのことを自覚していないのです。 

側から見てもその積み重なった思い込みやトラウマの重りは見えないし、 
目に見えないから相手からも重りを持っていない自分と同じ人間だよねと錯覚してしまいます。 

つまり、何が言いたいかと言うと 
頑張って生きてるけど上手くいってない人、自分を変えることができてない人というのは 

自分の過去の思い込みやトラウマを 
別の人が経験してないと知らないだけです。 

世の中には本当に素敵な家庭に生まれ、めちゃくちゃ愛され 
なに不自由なく、困ったこともなく生きてる人もいます。 

というように、 
ただ運が良いだけで幸せに生きてる人も居ます。 

ただ、辛い人生を歩んできた人はそれを知りません。 



・親と仲がいい家庭があるの？ 
・何であの人は親の顔色を伺わずに生きてるの？ 
・親に迎え頼んだら迎えにきてくれるの？ 
という方も居ます。 

そのように幸せな家庭や仲が良いという基準を知らないだけの方も居ます。 

ただ、それは自分がどういう人生歩んできたかだし、 
運が良いか,悪いかの問題です。 

つまりそれに対する悪意がないのであれば 
あなたはただの被害者なんだよというのを伝えたいです。 

・頑張って生きてしまった 
・自分を変えたいと思ってる 
・でもなんか言い訳してしまう・・ 

これはあなたが悪いわけではなくて、ただただ運が悪かっただけです。 

世の中が悪いだけなんです。 

なので本当にあなたは沢山今まで頑張ってきたんだから 
これ以上、頑張らなくていいんです。 

ただいきなり過去の重りを背負わなくて良いよと言っても 
今までその重さで耐えて慣れてしまったから 
急に外すのは難しいと思います。 

なのでそこは焦らなくていいので 
ゆっくり時間をかけて学んでいってほしいなと思います。 

その方法というのはこれからのコンテンツでも紹介をしていきますので 
ゆっくり焦らず、じっくりやっていってほしいなと思います。 



意味づけ、解釈を変える 

ただ１つその方法としてヒントをお伝えするのであれば 
『意味づけ』や『解釈を変える』というのがとてもオススメです。 

具体的にどういうことかというと、 
例えば1つ500円もするとても美味しそうなお饅頭があったとします。 

食べたいですよね？ 

ただ、さっきこのお饅頭には鳥のフンが付いてしまいました。 

食べたいですか？ 

みたいな感じで 
意味づけや解釈が変わった瞬間に感情が一瞬で変わりますよね。 

というように人間というのは同じ物事や同じ物を見ていても 
それについての解釈や価値観によって捉え方が変わります。 

他にも感情が一瞬で変わる瞬間として 

例えば新車で高級車を買ったとします。 
そのままドライブに行き、山道の道中での出来事。 

しばらく進むと山の道路の隅っこの方に小さい子供が１人居ます。 

「何でこんな所に子供が？」と思いながらもその子供の手を見ると 
砂を握りしめ、こちらが来るのを見計らっているように見えます。 

「まさか！？」と思いながら通り過ぎようとすると 
その子供が案の定、その砂を新車に投げてきました。 



この瞬間、どんな気持ちになりますか？ 

大抵の人は怒ると思います。 
またその瞬間立場的には自分は被害者で子供は加害者という構図になるかと思います。 

そして車を止め、子供を叱りに行こうとすると、子供から一言。 

「止まってくれてありがとう！」 

詳しく話を聞くと 
「実はお母さんが崖から落ちて、でも誰も止まってくれなくて砂投げちゃったんだ！ごめんなさ
い。でも助けてください！」 

これを聞いて、さっきの怒りはどうなりましたか？ 

さっきまでの意味づけ,解釈は子供が加害者で自分は被害者でした。 

しかし、話を聞いたことによって子供もお母さんも被害者だということが分かり、 
気持ちが『怒り』から『助けなきゃ！』に変わったと思います。 

この瞬間、感情が一瞬で変わったかと思います。 

これは人生と一緒で 
思い込みが外れた瞬間だったり、トラウマが消えた瞬間はこういう感覚に似ています。 

なのに自分を変えなきゃ！と思っている人は 

・強くなれば人生変わると思ってる 
・成長すれば自分は変わる思ってる 
・鍛えれば強くなれると思ってる 

こういうことをやっても自分は変わることはなく、 

・思い込みを外す 
・常識を破壊する 
という所が今回お伝えしたいヒントになります。 



これをすぐできる人,できない人居ると思いますが 
この思い込みを外したり常識を破壊するのが自分を変える為の簡単な方法なので 
ここを取り組んでみてほしいと思います。 

辛い過去やトラウマ、思い込み等を沢山背負ってる方居ると思います。 

ですが、何度も言いますが、あなたは１ミリも悪くありません。 

だし、そういう目にあったのは、あなたのせいではないです。 

あなたをそういう目にあわせたそいつらが悪いだけです。 
そいつらがバカだっただけです。 

だって、あなたに悪意がありましたか？ 

悪意があって家族や恋人と付き合ってたわけじゃありませんよね。 
なので、悪いことしてないんであれば悪くありません。 

だから頑張れない私が悪いなんて思わなくていいんです。 
もう既に頑張ってるんだから。 

だからもっと気楽に生きていいし、もっと周りに頼っていいんです。 
周りに迷惑かけていいし、大切な人にどんどん甘えていいんです。 

だからまずは自分は被害者だと全然思っていいので 
その前提でもっと素敵な人見つけようとか 
人生をもっともっと良くしていこうと思って頑張るだけていいんです。 

その為に必要な『思い込みを外す』『常識を破壊する』をやっていくだけでもいいので 
そのヒントをこれからのコンテンツでもどんどんお伝えしていきます。 

なので是非、これからも学んで頂けると嬉しいなと思います。 


