
【無料WEBセミナー】
あなたの“やりたいこと”を
明確にするオンラインワーク

「最幸の人生」を創り出すタイムマネジメントの専門家

平土井 俊



受講のお願い

• 短い時間なので集中して参加してください。

• スマホは視界の外に置き、開いているブラウザは閉じる

• 雑音が入らないためにも、Zoomの音声はミュートにしています。

• 疑問に思ったこと、気づき、学び、感想、重要だなと思ったことはメモ

代わりにZoomのチャットにコメントしてください。

• ワークをする時は、素直で自由な気持ちで取り組んでください。

• 本日の内容はコンテンツ化するためにセミナーを録画します。



必要なもの確認

•A4サイズのメモ用紙を数枚（最低３枚）

•書きなれたペン

•「やりたいことを明確にする！」という気持

ち、意気込み



本日の内容

•レクチャー（考え方、マインドセット）

•“やりたいこと”を明確にするワーク

•まとめとネクストステップ

•12月のWEBセミナーのご案内

•Q&Aタイム



セミナーを始める前に１つ質問です



この時間をどんな時間にした
いですか？



レクチャー（考え方、マインドセット）



「やりたいこと」って何？

•あなたに質問です。

•「やりたいこと」を定義するとしたら？



「やりたいこと」って何？

•やりたいこと＝「メリット・デメリット」や「でき
る・できない」などは考えずに、心の底から実現し
たい、叶えたいと思っていること。

•まずは制限せずに“やりたいこと”を出すことが大事。
制限するのはその後。



なぜ、「やりたいこと」を明確にする必要があるの？

•また質問です。

•なぜ、「やりたいこと」を明確にする必要が

あると思いますか？



なぜ、「やりたいこと」を明確にする必要があるの？

•生きていく中のでエネルギーやモチベーションを高
めたり、生きている実感を得るため。

•やりたいことがないと、日常が閉塞感（義務感・せ
ねばならない）でいっぱいに。

•やりたいことがないと、いつもと同じ毎日を過ごす
ようになる。

•やりたいことがないと、成長しなくなる。



「やりたいこと」を明確にすると、どうなるの？

•またまた、あなたに質問です。

•「やりたいこと」を明確にすると、どうなる

と思いますか？



「やりたいこと」を明確にすると、どうなるの？

•新しい人生が待っている。

•例）平土井の場合

•起業して個人事業主として好きな時に好きな仕事

を好きな人（クライアントさん・仲間）と好きな

形態(自宅でオンラインを活用して)でやっている。



“やりたいこと”を明確にするワーク



注意！

• これからあなたにたくさんの質問をしていきます。

• 質問の中には、あなたをネガティブな気持ちにするもの
も含まれますが、「やりたいこと」を見つけるために必
要なのものですので、あらかじめご理解・ご了承くださ
い。

• 質問の答えは、あなたの素直な気持ちを自由に書き出してく
ださい。



【準備①】あなたが用意したメモ用紙

+（プラス）

・プラスの質問の答え

・プラスの質問の答え

・プラスの質問の答え

・プラスの質問の答え

・プラスの質問の答え

・プラスの質問の答え

・プラスの質問の答え

・プラスの質問の答え



【準備②】あなたが用意したメモ用紙

ー（マイナス）

・マイナスの質問の答え

・マイナスの質問の答え

・マイナスの質問の答え

・マイナスの質問の答え

・マイナスの質問の答え

・マイナスの質問の答え



プラスの質問【１５問】



自由に使ってよいお金が
１０万円あったとしたら、
何に使いたいですか？

プラスの質問



あなたは、５年後いくつに
なっていて、何をしていたい
ですか？

プラスの質問



将来、どんな生活をしたいと
望んでいますか？

プラスの質問



5年後のあなたは、今のあな
たとなにが変わっています
か？

プラスの質問



これからの10年間で、叶っ
たらいいなと思うことは何で
すか？

プラスの質問



将来「もう死んでもいい」と
思うとしたら、それは何をし
たからですか？

プラスの質問



今、一番手に入れたいことは
何ですか？

プラスの質問



今、仕事面において、最も叶
えたいことは何ですか？

プラスの質問



自由に使ってよいお金が
１００万円あったとしたら、
何に使いたいですか？

プラスの質問



今、プライベートにおいて、
一番実現したいことは何です
か？

プラスの質問



今、経済的なことで叶えたい
ことは何ですか？

プラスの質問



必ず成功が保障されていると
したら、どんなチャレンジを
したいですか？

プラスの質問



自由に使ってよいお金が
１０００万円あったとしたら、
何に使いたいですか？

プラスの質問



あなたにとって価値ある人生
とはどんな人生ですか？

プラスの質問



あなたが、あなた自身に望む
ことはなんですか？

プラスの質問



マイナスの質問【１０問】



最近あった気持ちがモヤっと
したことはなんですか？

マイナスの質問



「こんな人とは付き合いたく
ない！」と思う人はどんな人
ですか？

マイナスの質問



あなたが「やめたいな」と
思っていることはなんです
か？

マイナスの質問



自分の人生において「これだ
けは嫌だ！」と思うことはな
んですか？

マイナスの質問



１年後（2021年11月14
日）に命が終わるとすると、
後悔することはなんですか？

マイナスの質問



あなたが、なりたくないもの
は何ですか？

マイナスの質問



「これをやっていると苦痛で
苦痛でたまらない」と思って
いることはなんですか？

マイナスの質問



将来、「こんな生活は嫌
だ！」と思うことは何です
か？

マイナスの質問



あなたのモチベーションが下
がることはなんですか？

マイナスの質問



あなたが、やりたくないこと
は何ですか？

マイナスの質問



「コントラスト」ワーク



「コントラスト」ワークとは？

•コントラストとは、「対比」「対照」という

意味。

•このワークでは、あなたが今まで「－（マイナ

ス）」のメモ用紙に書き出した【やりたくない

こと】を反転させていきます。



「コントラスト」ワークとは？

•なぜこのワークをやるかと言うと、「やりたくない
こと」の中にあなたの【本音】が隠されているから
です。

•この「コントラスト」ワークはあなたの本音を浮き
彫りにするワークでもあります。



「コントラスト」ワークとは？

•例えば、

•嫌な気分にさせられる人と付き合いたくない。

⇒気持ち良い気分にしてくれる人と付き合いたい。

•毎日、満員電車に乗りたくない。

⇒リモートワークで仕事をしたい。



「コントラスト」ワークのやり方

•ネガティブな言葉をポジティブな言葉に変換しよ

う！

•例）嫌な気分にさせられる人と付き合いたくない。

嫌な気分⇒気持ち良い気分

付き合いたくない⇒付き合いたい

★気持ち良い気分にしてくれる人と付き合いたい。



あなたが「－（マイナス）」
のメモ用紙に書いたことを反
転させましょう。

ワーク



「コントラスト」ワーク

ー（マイナス）

・マイナスの質問の答え

・マイナスの質問の答え

・マイナスの質問の答え

・マイナスの質問の答え

・マイナスの質問の答え

・マイナスの質問の答え

・反転した質問の答え

・反転した質問の答え

・反転した質問の答え

・反転した質問の答え

・反転した質問の答え

・反転した質問の答え



統合ワーク



プラスのメモ用紙とマイナス
のメモ用紙を見て、あなたが
「やりたいこと」をまとめて
みてください。

ワーク



シェアタイム
あなたの「やりたいこと」と

ワークをやってみての気づきや学び、発見を
チャットにシェアしてください。



まとめとネクストステップ



まとめ

•やりたいこと＝「メリット・デメリット」や「できる・

できない」などは考えずに、心の底から実現したい、叶

えたいと思っていること。

•やりたいことを明確にするのは、生きていく中のでエネ

ルギーやモチベーションを高めたり、生きている実感を

得るため。



まとめ

•やりたいことを明確にすると、新しい人生が待っ

ている。

•やりたいことを明確にするには、「やりたくない

こと」を洗い出して反転させる「コントラスト」

ワークがオススメ。



ネクストステップ

•「やりたいこと」を明確にしたその先

は・・・

•やりたいことを実現させるために行動する！



ネクストステップ

• 具体的にやることは、

• ゴールを決める

• 目標を決める

• 現状を明確にする

• ギャップの原因分析

• 行動計画の作成

• 1日の時間の使い方を変える

• 日々のタスクをこなす



ネクストステップ

•ただ、これを見て「１人だと大変そう・・・」と

か「途中で断念しそう・・・」とあなたは思った

かもしれませんね。

•そこで、平土井からの提案です。





体験コーチング＆説明会ってなに？

９０分の時間を使って、体験コーチング（６０分）

と個別コーチングプラン説明会（３０分）を行いま

す。



体験コーチング＆説明会ってなに？

•「体験コーチング」では、あなたの現状と実現したい未

来、抱えている悩みや課題をヒアリングし、その内容を

もとにあなたの状況を分析します。

•そして、「実現したい未来」を実現させるために、あな

たに様々な質問やフィードバック、提案、リクエスト、

情報提供を行います。



体験コーチング＆説明会ってなに？

•最終的には、あなたが“最幸の人生”を創り出すための

【次のアクション】を決めていただきます。

•オンラインで行いますので（Zoomを活用）、世界中ど

こにいても直接コーチングを受けることができます。



体験コーチング＆説明会ってなに？

•「個別コーチングプラン説明会」では、僕の個別コーチ

ングのサービス説明を行います。

•サービス内容、契約期間、料金などをお伝えしますので、

内容を聞いていただき、あなたにとって有益だなと思っ

たらお申し込みいただけると嬉しいです。



体験コーチングを受けると・・・

• 自分が抱えていた「思い込み」から解放され、前向きな気持ちになれる。

• 自分がこれから何をやればいいか具体的なアクションが明確になり、やる気が出

る。

• 目標を実現する方法が分かり、諦めや不安がなくなる。

• 自分に合ったゴールや目標設定ができるようになり、モチベーションがUPする。

• 頭の中が混乱している状態がクリアになって、改善すべきことや進むべき道が見

えるようになる。

• 自分に合ったタイムマネジメントの方法が分かり、作業効率が上がる。



体験コーチングはこんなあなたにオススメです！

• やりたいことが沢山あり、1人でいろいろ悩んでいる

• 今の状態から少し前に進みたいと思っているものの、中々動き出せない

• いろいろなことに自信を持てずにいる

• 目標設定してもそのまま絵にかいた餅になっている

• 自分に合った目標を立て、実践に活かしたい

• 自分のやりたいことに向かっていくためにどうしたらいいか迷っている

• 時間が足りなくなっている

• 変わりたい、自分を成長させたいと真剣に考えている



“最幸の人生”を創り出す体験コーチング＆説明会

体験コーチングの価値：90分66,000円（税込）

⇒特別価格：3,000円（税込）

⇒セミナー参加者特別価格：2,000円（税込）

先着５名

申し込み期限：３日間限定



12月WEBセミナーのご案内



12月WEBセミナーのご案内

•日時：12月12日（土）10～13時

•場所：Zoomを予定

•内容：2021年のゴール・目標を決めるオンライ

ンワーク【仮】

•料金：通常価格19,800円（税込）

⇒セミナー参加者特別価格3,000円（税込）



最後に・・・



感想のお願いです

•今回参加したセミナーの感想をもらえませんか？

•もちろん、感想を送っていただいた方にはお礼も

用意してあります。



感想のお願いです

セミナーの感想を書いてくれたあなたには・・・

•セミナー資料データ（PDF）

•やりたいことを見つける質問集（PDF）

•セミナー動画データ

をプレゼントします！



Q&Aタイム
質問をチャットに書いてください。




