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人生を変えたい！でも・・・ 

 
 

何からしていいか分からない 
 

何か始めようと思うけど、結局できない 
 

やろうと思っても続かない 
 
 
つまり、「きっかけ」が見つからず、 

「行動」と「継続」ができない 
 

自分の未来への投資ができない 
 
 
このように悩んでいる方もいると思います 
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でも、悩む必要はありません 

 
なぜなら、 
 
未来を変えるために何かをしたいと思った

時点で、あなたはその他大勢より一歩先を

見ているから 
 

そして、これを読むことで、 
きっかけの作り方、行動するための心構え 
継続できるメソッドが身につくから！ 
 
 
私は、本業も多忙で、家事・育児もしながら、 
１つのきっかけで行動を始め、次々と新しい事

に挑戦し、毎日欠かさず継続してきました。 
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その結果、転職活動も勇気が無くてできず、 
起業どころか副業のやり方さえ１つも知らなか

った普通の会社員の私が、 
 

・転職活動で数社からオファー 

・英語を 340 日連続で勉強し TOEIC のスコアが 

300 点以上アップ 

・株式投資を０から勉強し 50 万円の利益 

 今も勉強を続け、未来の見込み資産が増加中 

・ブログを立ち上げ 70 記事作成 

・電子書籍１冊出版 

・WEB ビジネスを始めて 2 箇月で収益達成 

 ビジネスの基礎、マーケティングも知る 

 
これだけの結果を得ることができました。 
この間、わずか 1 年です。 
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これを見て、行動、継続できない自分には無理 
と思われた方もいるかもしれません 

 
でも大丈夫です。 
これを読むことで思考が変わり、 
成長できる人になれます。 

 

人生で成功する人は知っている！ 
『誰でも実践できる 行動・継続の思考法』 

 
  
 
 
 
 
 

著者：フルカワ 
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第 1 章 したいことのきっかけを作る 
 
そもそも、行動とか継続の前に 

何からしていいか分からない 

 

そんな方もいるかもしれません。 

 
そんな時に有効な方法があります。 

 
少しでも興味あることから始め、 

本屋やネットで関連するものを探していく 

 
という方法です。 

 
私の事例を紹介します。 
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私は、今でこそ、起業を目標にして WEB ビジネスを

する、なんて言っていますが、そう考えたのは、転職

したいと思ったことがきっかけでした。 

 

会社の将来性が不安などの理由から転職活動 

⇒理想の会社へ入るには英語力とスキルが不足。 

 辞めるつもりだから持株を売って運用しよう 

⇒英語の勉強をしよう、使えるスキルの習得をしよう 

 株式投資の勉強をしよう 

⇒ビジネス書を読みあさる。投資を始める。 

⇒「週末起業」という本に出会い、起業を考える 

ブログや電子書籍の話が書いてあり調べる 

⇒ブログと電子書籍を始める 

⇒ブログの PV 数上げるためにツイッターで宣伝 

⇒WEB ビジネスのメンターに出逢う 

⇒WEB ビジネスを本気で実践、マーケティング勉強 

⇒今に至る 
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このように、何か１つのことを始めて、それをもっと

知ろうと関連書籍やネットで調べていくと、 

思わぬ出会いにつながることがあります。 

 

なので、やりたいことが分からなかったら、 

とりあえず、本とネットで関連する分野につなげて 

いき、そこから興味を持ったことを本気でする。 

 

本屋を歩き、直感で気になった本から 

インスピレーションを得る。 

 

難しく考えずに、宝物を探すつもりで 
楽しめることを探しましょう！ 
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第 2 章 行動するための思考法 
 

行動するための思考法を知る前に 

知っておいてほしいことがあります。 

 

それは、 

「人間は基本的に楽な方向にいこうとする」 
「今が安定なら、現状維持をしようとする」 

 
ということです。 

これは、生き残るための人間の本能です。 

 

そこそこ安定で楽な状態から、リスクを冒して 

挑戦したくないと思うのが普通ですから。 

 

だから、あなたも、 

行動できない、継続できないと 

悩む必要はないのです。 
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しかし、皆が何もしない中で 

 

行動するのが当たり前 

継続しないと落ち着かない 

 

こんな状態になれたら、 

他人の何歩も先に行けると思いませんか？ 

 
人は現状維持をしたい一方、 

一度始めてしまうと興奮作用が働き、 

一気に集中して行動できます。 

 

例えば、ブログや筋トレも 

始めるまでは面倒だなと感じても 

やり始めると集中して続きますよね。 
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つまり、行動するために一番大事な思考法は 

「考える前に動くこと」です。 
 

人は３秒止まるとやらなくていい言い訳を 

考え始めると言われています。 

 
ですので、やってみようかなと思った時点で 
考えずに動いてみましょう！ 

 
やり方なんて分からなくていい 

深い傷を負わなければ、失敗しても大丈夫 

やりながら覚えればいいんだ 

 

こんな気持ちで始めると 

自然と行動できて、上達もしますよ 
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第 3 章 目的・目標を明確にする 

 
行動、継続するために大事なことがもう１つあります 

それは 

 

自分が将来どうなりたいか 
何のために、それをするのか 

 
この２つを具体的にイメージすることです。 

 

なんとなくお金を稼ぎたいから副業やってみよう 

では上手くいかなかった時に、すぐに諦めますよね 

 

副業しなくても生きていけるし、強制力も無い。 

残業代もらった方が確実だし、 

宝くじが当たるのを待つ方が楽だから 
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そんな時に考えてほしいのが将来の目標です！ 

 
例えば、あなたが登山をするとします 

「頂上に絶景があるから頑張って」 

「歩き続けたら頂上に何かあるかもよ」 

 

どっちを言われた方が登山を始めたくなり、 

モチベーションを維持できますか？ 

 
当然、前者ですよね。 

 
人生もビジネスも同じです。 
明確な目標がイメージできている人は 
それを目指して行動できます。 

 
現実離れ過ぎても駄目ですが、具体的かつ理想の生活

を考えてみましょう。 
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例えば、 

・1 年後、好きな○○でコンサルタントと 

コンテンツビジネスで起業する 

・年収は 1000 万円を超えて脱サラへ 

・毎朝、PC だけ持ってカフェで優雅に仕事をする 

・午後は家族とゆっくり過ごす 

・フリーランスなので平日に旅行をする 

・子供の行事に 100%出席する 

・毎週、外食を楽しんでいる 

・海の近くに洋風の家を建て、老後はそこで暮らす 

など 
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具体的に映像としてイメージできるくらいになると 

絶対に叶えたくなります。 

 

リアルな未来を想像して、いつまでに達成しようと 

決めた時点で 

 

「夢」だった未来は「目標」になります 
 

人は、理想と現実にギャップがあると、それを埋める

ために行動しようとする心理があります。 

 

「現実がおかしい、目標とする生活が本来の姿だ」 

常にこう思うと、成長するために行動できるように 

なります。 

 

本気で考え、思考が変わり、 

絶対に達成しようと続けられるようになるのです。 
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この思考を身につけ、一度始めて成果が出てしまうと、 

行動できない、なんて言っていた自分には 
もう戻れません。 

 
行動せずにいる理由が無くなりますので！ 

 

個人でビジネスをする場合は特に大事で、 

０から始めて最初の行動をする  

⇒ 成果が出る（収入につながる） 

⇒ モチベーションが上がって、さらに行動する 

 

このループを作る最初のステップとなります。 
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第 4 章 継続するためのメソッド集 

 
最後に、前章の思考法を身につけるのが難しい人、 

継続が苦手な人でもできる継続するためのメソッド

を４つ紹介したいと思います。 

 

いわゆる習慣化ですが、大事なのは、 

①最初は簡単なもの１つに絞ること 

②結果よりもやったかどうかで評価すること 

 

最初は１日 10 分でもいいので、とにかく毎日やると 

習慣が身について、続けられるようになります。 

 

例えば、ジョギングをする場合 

週 1 回 1 時間走るより、 

毎日 10 分走る方が続きませんか？ 

 

苦しいものにしないことが大事です。 
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習慣化には、 

行動習慣、身体習慣、思考習慣 があります。 

 

行動習慣は、歯を磨くとか、筋トレするとか、 

何かをやる習慣で、割と簡単に身につきます 

 

身体習慣は、早起きや食事の量のように、 

体に身につくリズムで、行動習慣が身につくと 

だんだんと身につきます 

 

思考習慣は、 

時間は有効活用したいとか、諦めないマインドとか 

思考法の習慣で、身につけるのに時間はかかりますが、

身につけると行動習慣も身体習慣も付いてきます 

 

前章で書いた方法は行動習慣と思考習慣を最速で 

身につける方法ですが、難しい人は、以下のメソッド

を試してみて下さい。 
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【習慣化メソッド４選】 

 
１．目標を細分化し、達成度合いを記録する 
 

大きな目標を達成しようとすると心が折れます 

そこで、目標を細分化して達成度を記録していくこと

で、モチベーションを維持できます。 

 

例えば、「TOEIC で 800 点取る」が目標なら 

「毎日 1 時間勉強する」「600 点取る」と細分化した

目標を決め、グラフやアプリで記録します。 

 

私もしていましたが、勉強時間や模試の点数が 

少しずつ増えていくのが楽しくて続けられました。 

 

大事なポイントは、進捗状況の可視化です。 
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２．ゲーム感覚でする 
 

１と近いですが、スゴロク形式の絵を作って、小さな

目標を達成するごとにコマを進めるといった方法も 

有効です。 

 

そして、ポイントごとに「○○のご褒美を受け取る」

などと書いて、自分への報酬を決めておくのも 

モチベーションが上がりますね。 

家族や友人に頼むと、よりやる気は出ます。 

 

心理的なものだと、人生を RPG に例えるというのも

有効です。 

やったことがある人は分かると思いますが、主人公の

レベルが上がっていくのは楽しいですよね。 

 

自分をレベルアップさせて理想の人生を手に入れる 

その感覚で勉強や作業を続けましょう！ 
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３．誰かと一緒にする、見てもらう 

 
１人だと、どうしても続かないという方は、同じ目標

を持った人と一緒にやりましょう。 

 

または、家族や友人に目標を宣言して、成果を報告す

るのも効果的です。 

 

私も、ビジネスを始めてから、妻やメンターの方に 

定期的に報告しているので、成果を出さない訳には 

いきません。 

 

今は SNS が発達しているので、 

そんな人を SNS で見つけてもいいですね。 
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4．先にお金を投資する 
 

やや強制力を活かした方法になりますが、 

 

前払い 1 年契約で 

通信教育や会員制セミナーに申し込む 

 

という方法も効果的です。 

 

人は苦労して手に入れたもの、お金をかけたものは 

続けて成果を出さないともったいないという心理 

（コンコルド効果）が働きます。 

 

良い習慣に対して、これを活用しない手はありません。 

 

最初は仕方なくになっても、行動が気持ちを変えて 

いくので、気づいたら習慣化ができていますよ。 
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あとがき 

 
ここまで読んできて、いかがでしたか？ 

 
これは、私が 1 年で大きく変わることができ、 
今も毎日継続することに役立っている 
最も効果のある思考法です。 

 
普通の人間である私でも出来たのですから、 
あなたにも必ず身につけることができます。 

 
これから、自分でビジネスを続けていくと 
多くの壁にぶつかります。 

 
そこで諦めずに続けられるかどうかが 
未来を変えられる人とそうでない人の 
分かれ道です 

 



 24 / 24 
 

 
イメージした未来は必ず実現します 

 
人生は一度きりです。 

 
後悔のない人生を送るために 
本気で取り組みましょう！ 

 
 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。 

 
あなたの成功を応援します。 

 
 

フルカワ 


