
雑魚すぎたレポート 

こんにちは、ロジャーです。 

これは、 

「俺は雑魚すぎたレポート」です。 

俺自身の過去への後悔と、 

懺悔と、自責の念を込めて書き殴った自分用の記録です。 

このレポートを書いたのは、 

ビジネスを始めて、数十万の成果が出せるようになった時です。 

完全に自分用に書いた文章だったので 

表現がキツイところがありすぎて、 

人に見せていいのか微妙なとこですが、 

俺の生徒さんに読ませたら 

「刺激になりました！！」と言われたので公開します。 

逆に、刺激的すぎるので 

短気な人がこれを読んだらムカつくと思います。 

なので心が狭い人はこれ以上は、読まないでください。 



簡単に言うと、これを書いた時の俺は調子乗ってました。 

今考えると、腹がたつレベルでイタイ奴なんですが、 

たった数十万稼げるようになっただけで、調子乗ってたんです。 

その後、異次元の経営者と出会ったり、 

様々な刺激を受けたことで、 

自分が雑魚すぎることに気がついたんです。 

俺はその時、自分のあまりの雑魚っぷりにムカついたし、 

恥ずかしくなったし、後悔しました。 

その後悔の気持ちを、自戒としてこのレポートを書きました。 

要するに、これは自分への懺悔であり、 

「調子乗ってんじゃねえよ。お前はまだまだ雑魚だろ。」 

という意味を込めた、未来の自分への警告文です。 

今でも、このレポートを読むと 

自分で書いた文章なのに、緊張感が走ります。 

なので、自分のビジネスで大きめの成果が出るたびに 

このレポートを読み返して 

自分で自分にビンタをするようにしてます。 



ここからが、 

俺が書き殴ったレポートの内容です。 

表現が汚い、刺激が強いところが多々あるので 

それが嫌な人はここから先は、見ないでください。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

バカか、俺は。 

ふざけんな、アホ。反省しろ 

弱すぎる、弱すぎる、弱すぎる。 

雑魚だよ、俺は。 

ポケモンで言ったら、ポッポLv2だわ 

ちょっと成果出したくらいで 

調子こいてんじゃねえよ。 

俺はまだまだ低レベルだわ。 

これじゃあ会社に入った時と同じだわ。 

大企業に就職しただけで、人生ゴールした気分になってる。 

大して、凄くもないクセに現状に満足してる。 

大して、努力もしてないクセに頑張った気になってる。 



甘い、甘いよ。 

俺は自分に、甘すぎる。 

そりゃあ今は、会社員時代の生活と今の生活は全然違う。 

別に毎朝、死んだ魚の眼をして出社することもないし、 

何時に起きたって誰からも文句は言われない。 

特に疲れないし、嫌いな上司もいない。 

ただ、、、、つまらねえ。つまらなすぎるわ。 

なーんの刺激もない。ボーッとして１日が過ぎてく。 

なにこれ？ 

つまらなすぎんだろ。 

俺が「ビジネスをやろう。」って、決意した時には、 

もっともっともっともっと高い目標があったはずだろ？ 

もっともっともっともっともっと刺激的な毎日だったろ？ 

自分が、なんでビジネスを始めたのか思い出せよ。 

もう一度、ビジネスを始めた頃の気持ちを蘇らせるために 

俺が持っていた欲望を書き出しておこう。 



・金持ちになりたい、とりあえず年収１億 

・女にモテたい 

・家事を全部やってくれる家政婦さん欲しい 

・家族を海外旅行に連れて行きたい 

・父親に大好きなクルマを買ってあげたい 

・ランボルギーニ欲しい 

・スーパーで買い物する時に値段を見ずに買い物したい 

・都会に住みたい、広い部屋に住みたい 

・新しい服を買いまくりたい 

・パーソナルジムで体バキバキにしたい 

・仲の良い友達を引き連れて、海外旅行で豪遊したい 

・ハイスペックなパソコン欲しい 

・尊敬される人間になりたい 

・人を笑わせる、喜ばせることがしたい 

・仲間と集まれる別荘欲しい 

・飲み会で、金を気にせず奢れる人間になりたい 

・デカイ事業を起こして使いきれないレベルの資産作りたい 

・社畜になる道しか教えない教育を変えたい 

・教育を変えるために、大学を世界中に設立したい 

そうだよ、これだよ。これこれ。 



この人間臭い、汚ったならしい貪欲な欲望があったはずだ。 

なのに、俺はちょっと稼げるようになっただけで 

アホみたいにダラけてる。マジでアホ。 

ただ、呼吸して飯食って寝て、ただ生存してるだけ。 

何してんだよ、雑魚雑魚雑魚雑魚。 

俺が師匠に弟子入りして 

ビジネスをやり始めた頃は、超超超刺激的だったはずだ。 

ネットビジネスというか、 

ビジネスそのものの、本質の概念を師匠は俺にぶっこんできた。 

頭に入ってくる情報が濃密だった。ワクワクしてた。 

受け止めきれねーんじゃねーか？ 

って思うレベルの情報量を全力投球で 

ぶつけられたから、俺は強制的にガシガシ情報を吸収した。 

この勢いが、このガツガツ感が、今の俺には足りてない。 

これを思い出すために、ビジネスを始めた頃の俺を思い出そう。 



俺が師匠に弟子入りしてから、 

一番、意識して学ぼうとしたのは、「思考」の部分だった。 

とにかく師匠の「思考」を 

全て自分の脳にコピーしようと思って必死だった。 

師匠は、 

なぜ、こういう行動を取るんだ？ 

なぜ、こういう風に考えるんだ？ 

なぜ、このアドバイスしてくるんだ？ 

そこを深読みしまくってたな。思考をパクるために。 

最初はもちろん、鏡写しのように真似っこするだけなんだけど 

実践していくうちに、「行動の真意」が見えてくる。 

当たり前だけど、成功している人間の思考が 

自分の脳みそにコピーできたら自分も成功できるに決まってる。 

だから思考をコピーするために必要な知識も、 

パズルのピースを埋めていくように吸収した。 

マーケティングにしろ、仕組み化にしろ、 

ライティングにしろ、全ては真似することから始めた。 

これは全部、思考回路の大事なピースだから。 



そしたら、びっくりするほど早く 

成果出せるようになった。 

だから真似っこだけで成果出るんだよ。 

ぶっちゃけ 

「真似っこ」、「思考のコピー」なんて 

あんまかっこよくない。 

だって、誰にも思いつかないような 

斬新なアイデアマンの方がかっこ良いじゃん。 

「俺たちにできないことを平然とやってのける。 

　そこに痺れる憧れるぅぅぅ」ってやつだ。 

俺も最初の最初は 

「なんか斬新なことやりてええ」とか思ってた。 

でも師匠にそれ言ったら、めちゃくちゃ怒られただろ？ 

「そんなんいいから。そういうのは成果出してから言え。 

　野球のバットの握り方すらわかってねえ奴が 

　独自のフォームで、いきなりホームラン打てねえだろ。」 



悔しいほどに図星過ぎた。金属バットで殴られた気分だった。 

なんも成果出してないタダのど素人が 

思いつきのアイデアでうまくいくはずがねえわ。 

仮に、うまくいったとしても、それは偶然。 

継続的な成功には繋がらない。 

やっぱどんなことも 

基本の型からやってかねえとダメだわ。 

だから 

これを読んでる未来の俺も、基本を大事にしろ。 

とりあえず 

すげーって思う人の思考を真似しろ。 

思考のコピーでいい。それだけで結果出るから。 

未来の俺は、ビジネスでちょっと結果出してるからって 

変にプライド高くなって、斬新なことやろうとしてないか？ 

昔を思い出せよ。 

真似っこで成果出たじゃん。 



とことん基礎を固めてから、次に行けば良いんだよ。 

基礎が固まってきたら 

段々と、もっと実力が上の世界や人間が自然と見えてくるから。 

自然とそっちの世界に引っ張られるから。 

そしたら、 

また次の「思考のコピー相手」を見つけりゃいいわけよ。 

やっぱり、どんな世界にも、上には上がいる。 

これを書いている時の俺は、それを悔しいほどに痛感した。 

で、大事なのは、自分よりも格上の存在に出会った時に 

卑屈になって雑魚メンタルを出さないこと。 

これを書いている時の俺は、ついこの間、 

わけわからん異次元の経営者に会ったんだよね。 

たった３年で年商70億円超えの事業つくった人。 

異次元だわ。意味不明。頭良すぎ、バイタリティありすぎ。 

ビジネスの世界に飛び込んでから 

月収数百万とか年収億越えの人間に出会うようになって 



多少のことじゃ驚かなくなってたけど、 

この人は、異次元だった。ホンモノだわ。 

50億という数字もすげーけど、それよりも頭のキレが違う。 

話してて、それがビシバシ伝わってくる。 

でも、そんな異次元の人間を目の前にして 

雑魚メンタルの俺は「そんな稼いで何すんの？w」とか思ってた。 

マジで雑魚。レベル低い。思想が稚拙すぎた。 

結局、自分が圧倒的に敵わない人が目の前に現れると 

無意識にチキって、無意識に卑屈になって、 

勝手に嫉妬にして、自分の心の安定を図ろうとする。 

俺には関係ねーわー 

コイツ、悪いことして稼いでんじゃね？ww 

俺とは生きる世界が違うわーww 

とか、ひねくれた思考が、俺の脳内で走る。 

はい、雑魚雑魚雑魚雑魚雑魚雑魚。 

逃げてるだけじゃん。 



そんな風に、圧倒的な実力者に嫉妬してるくせに 

自分はしょーもねー小粒程度の成果出してウッキウキ。 

別に生活する分には困らんし～ 

とか心のどこかで思っちゃってる。痛い奴だわ。 

こんな雑魚メンタルになったのは 

ネットビジネスの悪い部分なのかもしれない。 

サイトを仕組み化して収益出せるって 

時間も金も両立してゲットできるから最強すぎるんだよ。 

オフラインの経営者と一緒に仕事するようになって思うけど 

やっぱり、ネットビジネスって狂ってると思う。 

 

固定費ほぼかからない、在庫も持たない、ノーリスク。 

ネットビジネスの凄まじい威力を改めて実感する。 

だってさ、 

儲かるサイトなんて型が決まってるわけじゃん。 

その基本の型と思考をガーッと勉強して 

実践しちゃえば良いだけじゃん。 

そんなん本気出せば１ヶ月で出来るレベルだったじゃん。 



ここも結局、真似っこだよ。 

しかもネットビジネスなら記事なんて自分で書く必要すらない。 

外注して、はいよろしくー！で記事が勝手に出来上がる。 

そのくせ、コスト全然かからん。 

１記事５０円。１００記事でも５０００円。 

ライターに頼んでも、 

良い記事書いてくれなくね？とか最初は思ってたけど 

今では、ライターの自動教育システムを 

作っちゃってるから勝手に成長してくれて、 

しかもライターさんにとっても 

楽しめる教育システムにしてるから 

エンジョイしながらやってくれて 

KW渡せば勝手にハイクオリティ記事がはい、出来上がり。 

本当に、ネットビジネスってやべえ。 

狂ってるわ。 



でも、だ。 

問題点はある。 

ネットビジネスが最強すぎるが故に、 

仕組み化を構築して甘い汁吸ってるだけだと人間として腐る。 

結局、仕組み化で自由をゲットしても 

その時間と金をちゃんと使わないと現状維持の成長なし。 

まさに今の俺。そんなん、ざっこいわ。わらけてくる。 

圧倒的な実力者を目の当たりにしても 

ネットビジネスの威力に甘える雑魚メンタルになる。 

ダメだろ、こんなん。 

欲望を思い出せよ。ビジネスを始めた時の目標を忘れるな。 

お前はデカイ事業立ち上げるんだろ？ 

もっともっと面白えことやるんじゃねえの？ 



ぶっちゃけさ、圧倒的に格上の人間に出会って 

卑屈になって、嫉妬して、ふてくされていても 

普通に生きていけるのって人間だけだと思ったわけよ 

これが仮に、サバンナで 

俺がシマウマだったとして、圧倒的な戦闘力を持つライオンに 

出会ったら、シマウマの俺は簡単に食い殺されてるんだわ。 

だから 

卑屈なしょーもねー雑魚メンタルを出すってことは 

人間として敗北宣言してるのと同義。 

そんな雑魚でいいわけ？　違うよな。 

もっと上を目指したい、成長したいはずだ。 

そんな敗北宣言してる暇あったら 

思考をパクれ、真似ろ。自分に吸収しろって話だよ。 

ガンガン、パクっていこう。 

真似ていこう。盗んでいこう。 



よし。せっかくだし、 

俺が出会ったすげー人の話を記録しておこう。 

俺が尊敬する「コピー相手」だ。 

まずは、 

俺が中学生の頃、ほんの少しの間だけお世話になった 

個人経営の学習塾の社長であり、塾長であるAさん。 

中学生の時、受験の直前だけ塾に通ってたんだけど、 

「人を楽しませることの大切さ」を教えてくれた。 

この塾は、とにかくクレイジーな塾だった。 

俺はその塾のドキドキ、ワクワクな空間が超好きだった。 

俺は１５歳の中学生なのに、社長のAさんが 

「おい、今度、キャバクラ連れてってやるよww 

　それとも風俗にすっか？」 

とか、授業中に言ってくるクレイジーな人だった。 

（実際は行ってないけどさ） 



他にもぶっ飛んだ話がたくさんある。 

俺が 

「社長～！　今、彼女いんの～？」と何気なく聞くと 

「ん～と、今は彼女８人いるわ～ 

　１週間を８日にしてくんねーかなww 

　１日足りなくて困るわ～ww」とか言ってた。 

今になって考えると、 

中学生にそんなこと言うなよって思うww 

まあ、このAさんは、世間がイメージする 

典型的なギラギラした社長さんだったと思う。 

今の俺からすると、女遊びも時間の無駄だし、 

キャバクラなんて金の無駄だな～って思うけど、 

逆に言えば、キャバクラで豪遊できるほど稼いでたってことだし 

しかも、金のかかる彼女が８人いても問題なし。 



学習塾の経営としては、 

相当うまくやってるってことだ。 

俺の地元は、ど田舎で、そもそも住んでる人が少ないのに 

そこでビジネス成功させてるのは、普通にすげーと思う。 

あとは、Aさんだけじゃなくて、 

その塾の先生たちもクレイジー揃いだった。 

模試の結果悪かった奴に罰として、全員一列に並ばせて、 

森から切ってきた竹で生徒にケツバットとかしてたww 

体罰と捉える人もいるかもしれないけど 

先生も生徒もみーんな、腹を抱えて 

ゲラゲラ笑ってて、受験勉強もゲーム感覚で楽しめた。 

だから 

この塾の生徒は勉強嫌いの、バカ揃いだったけど 

みんな塾という空間が好きだったから、楽しく勉強してた。 

こういう風に 

「お客さんを如何にして、楽しませるか？」 

って本当に大事だな～と思う。 



あの塾の楽しい空間があったからこそ、生徒はみんな勉強して、 

結果的に、ちゃんと高校に合格したからね。 

そして今でも、その塾長や先生たちとは交流があって 

俺が地元に帰った時は一緒に飲みに行ってくれる。 

「俺と飲むときは財布いらねえからな。」 

これが塾長のいつもの口癖。ちょーかっこいい。 

で塾長と飲んでるとき、 

大人になった俺が、昔を振り返りながら 

「なんで学習塾なのに、あんなバカなことやってたんすか？」 

って聞いたら 

「学校の教育ってクソつまんねえじゃん？ 

　だから勉強が嫌いになる。で、みんな勉強しない。 

　だから中学生のガキンチョを勉強させるには 

　まず塾が楽しいと思わせなきゃダメなんだよ」と言ってた。 

表向きは馬鹿なことやってたわけだけど、 

それも含めて、生徒を育てる為の戦略としてやってたらしい。 



そりゃ中学生を本当にキャバクラになんて連れてくわけない。 

でも男子中学生からしたら、 

そういう大人の世界の話って聞くだけでワクワクする。 

その結果、「塾に行けば楽しいことがあるんだ」 

って生徒の脳みそに刻み込まれちゃう。 

勉強が嫌いだ～、 

とかもうそんなん関係なくなっちゃうわけよ。 

で、楽しいから塾に行く。 

塾に行けば、勉強する。勉強するから受験も成功する。 

いやあ、かっこいい。知略家だね。 

こういうことができる大人って本当にカッコ良い。 

人を楽しませながら、成長もさせる大人って 

カッコよすぎんだろ、俺もこんな人になりたい。 

中学生や高校生の頃に関わる「大人」って 

大抵は、親か学校の先生ってパターンがほとんどじゃん。 



だから俺は、この塾の先生や社長に会うまでは 

「大人ってみんな、つまらねえんだな。」 

って思ってた。 

説教ばっかだし、命令ばっかだし。 

〇〇しちゃダメ！コラ！〇〇しなさい！しか言わねえもん。 

でもこの塾の先生や社長は、全然違った。 

馬鹿で面白いのに、頭良くてぶっ飛んだ大人だった。 

だから、今でも 

この社長さんや先生たちは尊敬してる。 

特に、この社長のAさんから言われた、 

“ある一言”は今でも大切にしてるし、支えられてる。 

俺が、自動車メーカーに就職して２年目の頃、 

この塾の社長と俺が飲んでいる時に、 

「会社辞めたいんすよ～　塾で雇ってくださいよ～ww」 

って依存マインド全開の発言をしたことがあったんだけど 



社長 

「いや、会社辞めるのは全然良いと思うよ。 

　でもお前が本気で塾の先生になりたいなら 

　自分で塾を開いた方が良い。というか自分で会社やれよ。」 

俺 

「えっ、なんで？」 

社長 

「自分で会社やる方が向いてる。お前なら出来るだろ？」 

って言ってくれた。 

びっくりした。思ってたリアクションと違いすぎた。 

俺が会社辞めたいな～ 

って誰かに相談すると大抵、一般人は 

「せっかく大企業に入ったのに、もったいない！！」 

って説教が始まるんだけど、この社長は違った。 



まさかの「会社やれ」って答えが返ってきた。 

ぶっちゃけ、俺が起業に向いているかどうかなんて 

なんの根拠もないんだけど、 

Aさんは俺の本音を見抜いて言い切ってくれた。 

ダサい話だけど、 

俺は誰かに会社を辞めることを許してもらわないと 

会社を辞めると決断する勇気が湧かなかった。 

だから、この社長のこの言葉があるからこそ 

会社を辞める決断が出来たし、 

起業に関しても、「やってやるぜ」って思える。 

俺もこんな風に、 

ぶっ飛んでてクレイジーで、でも頭良くて知略家で、 

誰かの背中を押せるような、かっこいい大人になりたい。 

はい、次。 



俺が自動車メーカーに入る 

きっかけになった大学のOBのKさん。 

俺は会社の人間は嫌いな人ばっかだったけど 

このKさんは数少ない尊敬している人。 

まだまだ若手なのに、超仕事できて、信頼されてて、 

でも偉そうにしてなくて、仕事に対する姿勢もカッコ良い。 

Kさんとは俺が 

大学院生の時の就職活動で出会った。 

この人がカッコよくて、 

俺は数ある大手自動車メーカーの中の〇〇〇に入社を決めた。 

俺が就職活動の時に、 

どの会社に入るべきかを決める判断基準は 

自分の仕事を楽しそうに語れるかどうか？だった。 

仕事が辛くても、 

その仕事を楽しそうに語れるなら俺もやりたいって思ったから。 

Kさんはまさに、自分の仕事を誇らしく、笑顔で語る人だった。 



俺が就活の時にKさんにこんな質問をした。 

「今まで、仕事で一番しんどかったことってなんですか？」 

Kさんはこう答えた。 

「あ～数年前に出した〇〇〇〇ってクルマを開発した時かな。 

　もう本当に何回も何回も試行錯誤して、実験しまくって 

　とにかくクルマの性能を上げるために残業しまくったね。 

　本当にしんどかったよ。精神的にも身体的にも。 

　でもね、それから無事に〇〇〇〇が発売されて 

　俺がたまたま休日に東京の街中で、 

　〇〇〇〇が走ってるのを初めて見たんだよ。 

　自分が手塩をかけて開発したクルマが街を走っててさ、 

　街中で一人で泣いたくらい感動したんだよね。」 

Kさんは笑顔で語ってた。カッコよかった。 

それから続けて、 



「就活生のみんなは、残業多いかどうかとか 

　めっちゃ気にしてるけどさ、 

　結局、楽な仕事なんてないんだよ。 

　でも楽しい仕事ってのはある。 

　俺も自動車開発がしんどくなる時はもちろんあるけど 

　自分が開発したクルマが街で走ってるのを見ると 

　全部が報われるし、楽しいし、達成感が半端じゃない。 

　だから、俺はこの仕事を続けてるし、辞めない。」 

この話をしている時のKさんは 

目に力が入ってたほどに、熱く語ってくれた。 

うわ～かっけえ。 

俺もこうやって後輩や若手に、自分の仕事を 

楽しく、熱く、語れる人間になりてえ。 

俺が就活の時に、自動車メーカーを選んだのは 

クルマが好きだったのもあるし、給料が良いってのもあった。 

でも数ある自動車メーカー中でも〇〇〇を選んだのは 

Kさんのような自分の仕事を熱く語れる人がいたから。 



そこに憧れて、俺は〇〇〇に入社した。 

で、俺も 

かっこいいクルマつくって 

将来、自分の家族とか友達に自慢できるような男になりてえ 

って思った。 

入社当時は、そう思ってた… 

でも実際に働いてみたら 

大企業特有の閉塞感や、無駄なルールがたくさんあったり、 

どれだけ頑張っても自分は会社の歯車でしかないこと、 

休日にも会社の運動会で潰されるし、 

会社の飲み会に行っても、おっさんに説教されるだけ。 

そんな職場環境だったから 

俺のかっこいいクルマを作りたいっていう情熱は消え失せた。 

それに、就職する前は 

自動車メーカーに入ったら、親孝行になるな～とか 



大企業に入れば、きっといろんな人が俺を認めてくれるだろ！ 

という気持ちもあったんだけど 

その見栄や他人への気持ちを優先してしまった。 

これが俺の大きなミスだ。 

自分の人生なのに、他人のために生きてた。 

他人からの評価を気にしてた。 

そんなん、別にどうでも良いのに。 

自分自身の本当の欲望を無視してしまっていた。 

大事にするべきなのは、自分の本心の気持ちだよ。 

そこを無視すると、いつか自分の中で歪みが出てくる。 

だから俺はうつ病になんかになっちまったんだよな。 

俺とKさんとの違いはここだわ。 

Kさんは本心から 

「カッコ良いクルマ作りたい」って気持ちを持ってた。 

クルマを語らせたら何時間でも話せるほど、 

クルマが好きな人だったから。 



でも、俺は 

「カッコ良いクルマが作りたい」ではなく 

「カッコ良いクルマに乗りたい」と思う人間だった。 

汚らしい欲望なんだけどさ、 

でもこれが俺の本心だから、仕方ないし、 

この気持ちは無視はできない。勝手に消えるもんでもない。 

だから、社会人になってから 

自分自身の欲望を振り返ってみた。 

そしたら、 

金持ちになりたい、都会に住みたい、 

海外旅行行きまくりたい、両親にデッカイ親孝行したい、 

自分が好きな仲間たちと面白いことしたい、 

こんな貪欲な自分の気持ちに気がついた。 

これを叶えるには、会社員じゃ無理だってわかった。 



だから俺はビジネスを始めたんじゃん。 

そうそう、 

ちゃんと思い出してきた。 

ビジネスをやって、 

自分の欲望を叶えないと、納得ができなかったからだよ。 

そうだ、これがマジで大事だわ。 

自分の人生に満足しているかどうか？だ。 

ぶっちゃけ、会社員だろうと、起業家だろうと、 

ニートだろうと、ホームレスだろうと、 

どんな生き方でも、 

その人が満足してるならそれで良いと俺は思う。 

これは 

実際、道端にいたホームレスのおっちゃんの家で 

２人のホームレスと一緒に酒を飲んだ時に学んだことだ。 



「今の生活に満足してる。 

　この生活が楽しいから、こうやって生きてるんだよ」 

ってホームレスのおっちゃんも、笑って言ってたくらいだしな。 

自分の現在の生き方に、自分がちゃんと満足しているのか？ 

満足していないんだったら、そこを変える努力をしているか？ 

ここが重要ってことだ。 

正直さ、会社員の頃の俺だってうつ病になって 

毎日ゲロ吐きながらストレスMAXで仕事してたわけだけど 

それでも会社員を続けようと思ったらできたわけじゃん。 

病院通って、投薬しながらでも働けたと思うし、 

鬱病治るまで仕事休んで、治ったら職場復帰すれば良いじゃん。 

でも俺がそうしなかったのは 

そういう自分の生き方に満足できなかったからだよ。 

そんな人生は嫌だ！！！！と思ったからだろ？ 

こんときの気持ちを思い出せよ。 



なにを目指してたんだよ、俺は。 

うつ病になったこと、 

上司のせいで、祖父の死に目に 

立ち会えなかったことがきっかけになって 

「このまま会社で働いてたらうつ病で死ぬ！やばい！」 

「両親が死ぬ時も、俺はクルマを作り続けるのか…」 

と絶望を感じたせいで、現状を変えるために 

ビジネスを始めて、一気に突っ走って結果出した感あるけど、 

でも実際、うつ病になる前にだって 

俺は会社辞めたかったわけじゃん。 

でも、うつ病になる前は全然、焦ってなかった。 

なにも行動しなかったじゃん。 

「会社はだるいし、つまんないけど、 

　今すぐどうにかしないとヤバイって状況じゃないし～ 

　まあとりあえずこの会社で働いてりゃいいか。」 



「ん～でも将来は不安だなあ。 

　何か行動を取らないとヤバイな～。」 

「でもめんどくせえや、明日考えよう。」 

こんなくそ雑魚思考を、来る日も来る日も続けていたせいで、 

体ぶっ壊して、うつ病なんかになるんだよ。 

もっと早く行動してりゃ、 

うつ病になんてならなかったはずだ。 

ここが昔の俺がくそ雑魚だった原因だわ。 

そうだ。こうやって雑魚だったところを 

振り返っておくのも大事だわ。 

気を抜くと、どうせ俺はまた 

同じ雑魚思考をやっちゃうからな。 

それに、せっかく尊敬する人のことを書いたから 

気をつけておくべき雑魚思考も羅列して書いておこう。 



・現状に不満はあるのに改善しない、行動しない

・他人と自分を比較して勝手に落ち込む

・自分を許すための言い訳をして、自分に甘くなる

・基本を無視して、真似っこもしないで

　カッコつけて我流でやって成果でない

・大して努力してないのに、成果が出ずに文句言う

・自分の人生に責任を持っていない、他人が救ってくれる、

　誰かが救いの手を差し伸べてくれると思って依存する

・完璧主義で、失敗・リスクを恐れすぎて、何も挑戦しない

・即レスしない、即行動しない

・他人を実績でしか判断しない

・他人と傷の舐め合いをする、他人の粗探しと批判に必死になる

・中身のないクソ商品、詐欺を平気でやるゴミ野郎 

はい、まずはこれ 

・現状に不満はあるのに改善しない、行動しない 

昔の俺は、とにかく会社が辞めたかった。 

会社生活が超不満だった。なのに行動しない人間だった。 

自分には、この仕事は向いていない。 

上司がうざい。会社の環境が嫌い。 

金持ちになりたい。色々な思いや欲望があった。 



とにかく、人生をもっと楽しくしたかった。 

それなのに、現実の俺は 

そんな現状を変えようともしていなかった。 

要するに、 

不満と欲望はあるくせに「行動力ゼロ」だった。雑魚すぎ。 

会社が嫌なら、ビジネス学ぶなり、転職活動でもやればいいのに、 

休みの日はグータラして１日が終わる。 

昼に起きて、飯食って、TV見て、寝て、飯食って、 

明日が来ることに絶望して、寝て、休み終わり。 

平日は、上司に怒られて嫌々働く自分。 

帰ってきたら、明日がくることを恐れて、現実逃避。 

転職サイトに登録しても、 

求人を眺めるだけで、準備も応募もしなかった。 

ピンとくるものもなかったし、 

そもそも就活するのがめんどくさかった。 

何をするにも、やる気が出なかった。 



現状の生活を変えたいのに、何も行動しない。 

そんな自分が、大大大嫌いだった。 

結局、自己嫌悪して自滅してうつ病が悪化してく。 

そのくせ、向上心は一丁前にあった。 

向上心というか、 

承認欲求と言った方が正しい表現かもしれない。 

誰かに自分を認めて欲しい。 

尊敬される人になりたい。 

あいつ、頑張ってるな～って言われたい。 

ダサい。そして惨めだ。 

『褒めて褒めて～ 認めて認めて～』 

と懇願しつつ、自分は何も行動しない。 

これ、今の俺も 

また会社員時代のマインドに巻き戻ってねえか？ 

いろんな欲望はあるのに、行動しない。 

で、行動しなくて自分が雑魚だーって萎えてる。 



萎えるだけじゃダメなんだよ。変えていかなきゃ。 

行動しない自分を嫌いになるくらいなら 

さっさと行動した方が良い。その方が１００億倍、楽だ。 

はい次、 

・他人と自分を比較して勝手に落ち込む 

俺は、会社を辞めたいのに行動しない自分と 

転職するために行動しまくってる同期を 

比較して落ち込む雑魚だった。 

「あー、俺だめじゃん。」 

「今日も、何も出来なかった。」 

「結局、俺は何も出来ないダメ人間だ。」 

毎日毎日、行動できずにグータラする自分を殴りたくなった。 

会社生活はしんどい、でもその状況を変えられない自分。 

巨大迷宮に閉じ込められたかのような気分だった。 



そういう時に限って、人と比較したがるのが俺だ。 

俺と同じように、会社を辞めたがっていた会社の同期から 

突然、衝撃的なことを告げられる。 

「転職先、決まったわ。元気でな。」 

あっさりと転職を成功させる同期。 

昨日まで、一緒に「やってらんね～」とか言ってたやつが 

次の道を見つけて、突き進んでいた。 

焦る焦る焦る焦る焦る焦る。 

「やばい。このままじゃやばい。どうしよう。」 

それからも、 

仲の良かった会社の同期がどんどん会社を辞めていく。 

一緒に会社で昼飯を食べる仲だった同期は 

最初６人いたのに、今はもう３人。 

身近な人間が、 

ポン！ポン！ポン！と転職し、脱獄して行った。 



そんな同期と自分を比べると、俺は何にも変わらない。 

そのギャップを痛感して、勝手に落ち込む。 

今の俺もこれだ。 

圧倒的に実力者に出会って、自分と比較して落ち込んでる。 

よし、落ち込むんじゃなくて、反省だ。 

そして、改善する。 

他人と自分を比較する暇があるなら 

さっさと自分を成長させるために行動するべきだ。 

はい次！ 

・自分を許すための言い訳をして、自分に甘くなる 

これは気を抜くと、今でもやっちゃう雑魚思考。 

今日はこれをやろう、って決めてたのに 

別の仕事が舞い込んできて、そっちを優先する。 



会議が入った～とか、クライアントと打ち合わせが～とか 

そっちの方が仕事の優先度が高いから～とか 

急ぎの案件だから～とか 

もともとやろうとしていたことを 

やらなくても自分が許される理由を勝手に自分で決めつける。 

でも、本気でやろうと思ったら出来たはずだろ。 

もっと無駄な時間を削ぎ落としていけば出来たはずだ。 

なに、のんびり寝てんだよ。スマホいじってる場合じゃないだろ。 

急に仕事が舞い込んで来ようが、そんな目の前にある雑用は 

サクッと終わらせて、 

本当に自分がやるべきこと、重要度が高いタスクをやれるはず。 

それをやろうとせず、 

自分に甘くなって、ダラダラしてるだけじゃん。 

３年で年商70億の経営者は 

３年間、寝る間も惜しんで必死にやったって言ってた。 

すごいけどさ、その人だって同じ人間じゃん。 

だったら俺にだって、できるさ。 



俺が年収１億の人間だったら、自然にやってることだろ。 

そっちの世界に行きたいなら 

思考だけでもそっちの世界の住人の基準に合わせなきゃダメ。 

自分にとって都合の良い、言い訳を作るな。 

自分に甘いと、他人にも甘くなる。 

他人に甘い奴は、 

自分の周りにも甘っちょろい人間が集まってくる。 

そんなんじゃ雑魚同士が群れているだけだ。 

まずは俺がその雑魚思考を撤廃するべき。 

言い訳するな。 

出来なかったことがあったら、 

なぜ出来なかったのかを分析しろ。改善しろ。 

言い訳するな。言い訳するな。言い訳するな。 

はい次！ 

・基本を無視して、真似っこもしないで 

　カッコつけて我流でやって成果でない 



どんなことでも、まずは基本を抑える。 

ビジネスを始めた頃は、 

なんか斬新なビジネスアイデアがないと起業なんて 

やっちゃダメだって思ってた。 

でもそんなことない。 

とにかく「守破離」だよ。まずは型を守る。 

先人たちが苦労して苦労して苦労しまくって 

成功するための型を見つけてくれてるんだから、 

素直にその型に従うべき。 

「守破離」の守だ。 

型を学んで、型を実践して、型に従って結果を出す。 

それが体に染み付いてきたら 

その型を破る。守破離の破。 

型を破り、学んだ型を応用して、成果が出たら 

今度は守破離の離だ。新しい型を学びに行く。 

新しいコピー相手を探しに行く。 



でも、とりあえずどんなことでも「守」を徹底する。 

俺もまだまだまだまだまだまだまだまだ「守」でいい。 

型を守れ。基本に忠実であれ。思考を真似ろ。 

だって、年収億越えの人たちでさえ、 

「真似ればいい。パクって、自分もやってみればいい。」 

って言ってるんだからさ、 

カッコつけて、変なことやろうとするな。 

時間は有限だ。明日死ぬかもしれない。 

だったら、型を守って着実に成長した方が良い。 

カッコつけんな、見栄を張るな。 

全力で型を学び、思考をコピーするんだ。 

・大して努力してないのに、成果が出ずに文句言う 

昔はこれをやってしくじった。 

今は大分、改善されたけどまだまだ気をつけなきゃならん。 

ネットビジネスをやり始めた頃は 



とりあえず３ヶ月以内に月収100万目指すって目標立てた。 

でも自分で勝手に打ち立てた高すぎる目標が期限内に 

達成できなくて、なんでうまくいかねーんだよ。 

って思ってた。ただの文句だよ。 

クレーマーすぎ。 

ただ、たった３ヶ月で月収100万を達成するほどの 

努力と戦略があったのか？と言われると、違う。 

テキトーにキリがいいからその目標を立てただけ。 

短絡的すぎ。雑魚すぎ。 

俺が尊敬する経営者たちだったら 

まずはどんな戦略で攻めるか？どんなビジネスモデルを組むか？ 

ってところから始めて、やっと具体的な収益の規模を見込む。 

要するに昔の俺は 

その目標を達成できるほどの努力をしていない、 

その目標を達成できるほどの戦略が練りこまれていない、 

その目標を達成するために必要なタスクを明確化できてない。 



そのくせ、 

うまくいかねーーーーとか文句言ってたわけだ。 

バカすぎ、雑魚すぎ。 

勝手に自分で目標立てて、勝手に自分一人で負けて 

勝手に落ち込んで、やる気なくなる。アホかと。 

気合いも根性も大事だけど 

そこには綿密な戦略が必要だ。 

冷静さと、情熱をうまくバランス取っていけ。 

目標を立てたなら、達成に必要な要素を炙り出せ。 

はい次。 

・自分の人生に責任を持っていない、他人が救ってくれる、 

　誰かが救いの手を差し伸べてくれると思って依存する 

これは、会社員時代の何も行動しなかった俺だ。 

誰かがどうにかしてくれる、 

何かしらチャンスが舞い込んでくるって思ってた。 



そんなわけない。 

空から可愛い女の子が降ってくるのはアニメの世界だけだ。 

現実世界では風が吹こうと、女の子はパンチラなんてしねーよ。 

チャンスは与えられるもんじゃない。掴み取りにいくもんだ。 

あと、自分の人生は自分で責任を負わなきゃいけない。 

仕事がしんどくて辛い状況だったのは、俺のせいだ。 

その仕事を、その会社を、選んだのは俺自身だから。 

会社や上司、世の中に文句たれてても何にも変わりはしない。 

自分が置かれた環境に文句言っても意味ない。 

そうだ、アニメの話が出たから 

俺が好きな「攻殻機動隊」っていうアニメの名言を書いておこう。 

攻殻機動隊　草薙素子 少佐の名言。 

「世の中に不満があるなら自分を変えろ。 

　それが嫌なら、耳と目を閉じ、口をつぐんで孤独に暮らせ。」 

まさにこれだ。 



文句言うより、自分を変えた方がてっとり早い。 

自分の人生には自分で責任を負わなければいけない。 

自分の人生の最高経営責任者は俺自身だ。 

失敗も成功も全て俺の責任だという自覚を持て。 

はい、次 

・完璧主義で、失敗・リスクを恐れすぎて、何も挑戦しない 

・即レスしない、即行動しない 

これも、ちょっと気をぬくと 

行動遅くなるし、完璧主義発動しちゃうから気をつけよう。 

昔はどんなことでも完璧目指してた。 

一発目の挑戦で100点目指してた。 

そんなん無理に決まってるわ。 

まずは１０点でいい。 

１０点の行動ができたら、次は２０点の行動をとる。 



これを繰り返せば良いだけ。 

計画する⇨実験する⇨分析する⇨改善する 

PDCAだよ。このサイクルを回せ。 

即レス、即行動も超大事。 

ってかこれが出来ないと伸びない。勿体無い。 

どんな分野でも、最初って何もわからん状態。 

だからこそ、インプットしたらアウトプットしなきゃ勿体無い。 

じゃないと、情報が入っても 

簡単に脳からダダ漏れていくから。 

これは指導する側になってわかったけど 

即レス、即行動する人ってマジで伸びるのが早い。 

俺も気を抜いてたら、普通に追い越されるわ。 

即行動してる人はマジで成長早い。 

言語化して、アウトプットすることによって 

バラバラだった知識がちゃんと繋がるんだろうな。 



師匠から指導してもらってた時は 

俺もめちゃくちゃアウトプットは大事にしてた。 

そのころに比べたら、今はサボってるわ。 

師匠から教わったことがあったら、その日のうちに 

自分で動画撮って他人に説明するようにペラペラ話してたじゃん。 

これからも、自分で気づいたことや学んだことは 

動画撮って即アウトプットしよう。これを継続していこう。 

学んだことを動画撮ってアウトプットって効率良いんだよな。 

仮に、理解してなかったら、自然と喋りが止まるもん。 

うまく言葉で説明できないってことは 

そこが理解できてないってのが一発でわかる。 

そしたらそこを復習すれば良いだけだからね。 

あとはスピード感も大事。 

人間って不便な生き物だから 

インプットしたらすぐにアウトプットしないと忘れるんだわ。 

これは今後も継続した方が良い。 



あと、何を挑戦するにしても 

「これをやったらリスクあるんじゃないか？」って 

リスク！リスク！ってアホみたいに考えてたけど、 

「挑戦しないことのリスク」を考えるべきだ。 

チャンスは常に目の前にあるわけじゃない。 

むしろ一瞬しか現れない。 

だから即レス、即行動しないと平気でチャンス逃す。 

投資も同じ。 

「投資しないことのリスク」を考えるべき。 

会社員時代は貯金が正義だと信じてた。 

でも、貯金だってリスクあるわけだよ。 

だって、お金の価値って変動するじゃん。 

冷静に現実を見よう。 

日本はどんどん人口減ってる。 

日本の技術力がどんどん海外に負けてるのは 



自動車メーカーに入って痛感した。マジでガラパゴスすぎ。 

大企業だって経営難になっちまう時代だよ。日本経済ヤバイ。 

これでただただ貯金してて、日本円の価値下がったら…？ 

だったら、貯金するより、金かけて 

自己投資しまくって自分を成長させた方が財産になる。 

株とか不動産に投資するんじゃなく、まずは自分に投資する。 

金を貯めるより、金を稼ぐ力、 

お金のサバイバル力を自分につけた方が良い。 

というかその方が楽しい。成長は最強の栄養素だ。 

あと、 

失敗を恐れ過ぎてたら何もできないよ。 

挑戦しろ、俺。恐れるな、俺。 

そもそも日本の教育が 

「失敗＝やってはいけない！」刷り込み教育してるのがクソ。 

企業も同じ。挑戦したこと自体を評価しない。 



失敗したら、教師が説教する。 

失敗したら、上司が説教する。 

これ、人間のポテンシャル潰しすぎ。 

失敗は改善のためのデータに過ぎない。 

とりあえず計画と戦略を立てたら、 

データを取るためにやってみる。 

ダメだったら、どこがダメなのか分析する。 

分析したら、さっさと改善する。 

これでいい。失敗は、成功の元だよ。 

恐れるな、いきなり完璧を目指すな。 

はい次！ 

・他人を実績でしか判断しない 

人を実績でしか判断しない 

これは、今でもついついやっちゃうけど、雑魚思考だわ。 

ネットビジネスってマジで収益性高いから 

本当に月収100万とかザラにいる。 



でも正直、その人の実績とか別に重要じゃない。 

大事なのは人間性や、その人の考えや思考なわけよ。 

ビジネスやって、まぐれで、一発当てて、 

ボカンと稼いじゃった成金パターンっているけど、 

そういう奴って 

調子乗って浪費して、女遊びで家庭ぶっ壊して、 

ビジネスも勝手に失速して消えてくんだよな。 

一発屋芸人と同じだわ。 

流行りのネタは持ってるけど、フリートークはクソみたいな。 

ここでもやっぱり、 

守破離の「守」が出来ているかどうかなんだろうな。 

基礎が固まってる人は強いわ。 

だから逆に、実績だけで 

人を判断しないように気をつけよう。 

というか他人の実績ばっか気にして、 

いきなり「年収いくらですか？」とか 



聞いたりするのは、絶対やめた方が良い。 

なんでかって言うと、俺が師匠と出会った時に 

「年収いくらですか？」って聞いたら 

すごい嫌な顔されて、 

「それ、やめた方がいいよ。 

　普通に人として失礼だからさ。」って言われたからww 

冷静に考えたら、当たり前だよね。 

マジでこれも人間として雑魚。 

だって、仲の良い友達にだって、 

年収いくら？なんてなかなか聞かないじゃん。 

ネットを介してると、なんか 

ロボットと話してるような気分になっちゃったりするんだけどさ。 

ネットビジネスだからこそ、リアルを大事にしよう。 

画面の向こうには、血の通った人間がいるってことを忘れるな。 



はい次。 

・他人と傷の舐め合いをする、他人の粗探しと批判に必死になる 

これは俺が会社員時代にやっちゃってた雑魚思考。 

俺と同じように、会社に不満持ってて、 

会社を辞めたい同期とただただ傷の舐め合いしまくってた。 

休日も、一緒に飯食いながら愚痴を言って 

どこかに出かけていても、会社の愚痴、愚痴、愚痴。 

会社の昼休みにも、みんなで群れて 

延々と、愚痴・文句・愚痴・文句・愚痴。 

まーじで時間の無駄。 

こんなことしてる暇あったら、さっさとブログ立ち上げて 

昼休みにでも記事書けって話だわ。 

やっぱね、傷の舐め合いしてると 

なんだか気分がいいわけよ。救われた気分になる。 

俺だけじゃない、一人じゃないんだって思える。 



それも、一時的なんだけどさ。 

でも傷の舐め合いしてても 

現実は何にも変わってないんだよ。 

ただただ自分の精神を安定させるためだけでしかない。 

根本的な解決にはなってないんだよなあ。 

根本的な解決をするには 

ダメージを食らうような環境から自分を脱出させないと。 

一時的な対処ではなく、根本の解決が大事だ。 

あと、会社で経験した雑魚思考がもう一つ。 

それは他人の粗探しと批判。これも無駄無駄無駄。 

これは会社で見てきた、上司たちを反面教師としてる。 

会社の飲み会とかマジでゴミのような時間だった。 

俺がいた会社だと、基本的に若手には人権ないから、 

飲み会では若手は一発芸やらされるか、 

食事と飲み物のオーダー係と配膳係をやらされる。 

で、一番クソだなって思ったのが 



「おい。テキトーに飯頼め、なんでもええわ。」 

って俺に命令してきた上司のおっさんがいたんだけど 

俺が定番の飲み屋メニューを頼んだら 

「これお前頼んだの？　センスねえな。 

　俺、食わねーからお前全部食えよww」 

と言われたこと。 

はあ？って感じ。なんでもよくねえじゃんって思った。 

飯を残すわけにもいかんから、全部食ったけどさ。 

結局、コイツは俺のことを批判する前提で 

俺に飯の注文をやらせたんだな～ってこの時に思った。 

こうやって、他人の批判するところを必死に探して、 

それを偉そうに指摘して、マウント取った気分になって、 

勝手に気持ちよ～くなってるやつってほんと雑魚だなって思う。 

これはね、有名人とかの粗探しをして 

必死に叩いて、炎上させようと頑張ってる奴らと似てる。 

結局、こういうやつって完璧主義で 



何も挑戦してこなかったんだろうな～って思う。 

自分は何も挑戦してないから、大して失敗もしたことがない。 

だから、他人が失敗したことを徹底的に叩いて批判したがる。 

自分が完璧じゃないと許せないから、 

他人も完璧じゃないと許せない。 

こういう可哀想な人種は反面教師にしていこうと思う。 

そもそも、完璧主義を捨てられている人だったら 

他人を見ても、粗探しなんてしない。 

失敗をバカにしたりしない。 

やるとしたら批判ではなく、 

改善のためのアドバイスをするはずなんだよね。 

そうはいっても、 

俺だってムカつくことがあれば 

今まさに、ここに書いているように、会社の人を批判してる。 



だから、 

こればっかやってたらダメなんだよ。 

ギャーギャーと他人を批判するんじゃなくて、 

ムカつくことをされたら、グッと堪えて、 

そいつを反面教師にすればいい。 

気をつけよう。 

愚痴も文句も批判も時間の無駄だ。 

・中身のないクソ商品、詐欺を平気でやるゴミ野郎 

これは、マジでクソ。雑魚とかではない、ただのゴミ。 

むかつく。絶滅してほしい。 

俺の師匠やビジネス仲間も、みんなキレてる。 

ビジネスの根幹にあるのは、価値提供なんだよ。 

ネットビジネスってホントに詐欺師も多くて、 

初心者にはなかなか見破れないからマジで厄介。 

ワンクリックで１００万稼げる！！とか、アホかと。 

そんな話あるわけねえじゃん。 



俺は「絶対に稼げます！」なんて死んでも言わない。 

だって、成果を出すには  

それなりの金と時間と労力がかかるもん。 

実際に自分がやったから、わかってる。 

それに膨大な金と時間と労力かけても、 

やり方間違ってたら、普通に稼げないし。当たり前だよね。 

ネットビジネスの場合は、その必要な金と時間と労力が 

他のビジネスと比べたら少ない。 

ただそれだけの、シンプルな話だわ。 

でも、悲しいことに世の中には 

そういう詐欺師に騙されちゃう人って実際にいる。 

詐欺案件に騙されて、泣きながら相談されたこともあった。 

マジでそういう可哀想な人が出てくると、俺も泣きたくなる。 

さらに詐欺師たちに対して、怒りがこみ上げてくる。 



こういう奴らのせいで、 

「ネットビジネス＝詐欺」 

みたいなイメージがこびり付いてるのもマジで悔しいわ。 

とは言っても業界改善なんてやっても時間の無駄だし、 

俺は俺にできる事を淡々とやっていこう。 

これも 

「世の中に文句言うくらいなら自分を変えろ」ってことだな。 

はい、これでもう詐欺師に対する文句は終わり。無視無視。 

よし、これで 

やってはいけない雑魚思考シリーズ終了。 

また新しく、気をつけることがあったら 

ここに書き足していこう。 

ここまでをまとめると、俺は、 

金も実力もあって、頭も良くて、情熱も持ってて、知略家で、 

人を楽しませる遊び心があって、自分の仕事を愛していて、 

人に正しい指針を見せて背中を押してあげられるような 



そんなオモシロカッコ良い大人を目指す。 

欲望レベルでは、次はこれだな。 

・金持ちになりたい、とりあえず年収１億 

・父親に大好きなクルマを買ってあげたい 

・ランボルギーニ欲しい 

・仲間と集まれる別荘欲しい 

・仲の良い友達を引き連れて、海外旅行で豪遊したい 

・デカイ事業を起こして使いきれないレベルの資産作りたい 

ここら辺の貪欲さを、最近は忘れてたわ。 

もっと汚らしい欲望・本能を出していこう。 

原動力はそこにある。 

ここを忘れると、 

また雑魚思考が脳内で走り出して、 

行動しない、完璧主義の怠け者になっちまう。 

またこのレポートを読み返そう。 



また尊敬する人に出会ったら、書き足してこう。 

また反省することがあったら、書き足してこう。 

よし。これでスッキリした。 

また、ルーキーだった頃に戻った気分だ。 

頑張ろう。絶対にやってやる。 

何もかも叶えてやる。やってやる。絶対だ。 

俺ならできる。頑張ろう！！！ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

というわけで、 

俺は雑魚すぎたレポートでした。 

いやあ、雑魚思考シリーズはマジで、俺自身も耳が痛いです。 

自分で読んでても、心にグサグサくる。刺激的すぎますね。 

でも、耳が痛いってことは 

ちゃんと自覚してるんだなってことだと思います。 

そこから目を背けるのって簡単なんですけど、 

やっぱりそれじゃあ勿体無いな、って思います。 



俺は自分で書いた言葉だからこそ、 

ちゃんと向き合わなきゃなって思います。 

やっぱり俺も含めて、 

人間ってダラけたくなる生き物です。 

なので、俺も自分がダラけないようにする為に、 

自分の悔しかったことや反省点、 

逆に目指すべき目標をレポートにしておきました。 

こうやって、 

自戒のためのレポートを作っておくのはオススメです。 

ここまで読んでくれた方は 

乱暴な言葉や汚い表現が多くて 

不快にさせてしまったかもしれませんが 

自分用のレポートなのでご容赦ください。 

そして、このレポートを読んで、 

意見や感想があればぜひ送ってください。 

アウトプットの良い材料になるかと思います。 

ロジャー


