
【2021年のビッグゴール】を決め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。

• 本日の内容を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

•メモ用紙を２～３枚

•書きなれたペン

•ビッグゴール達成シート（必要な人は）

•「今日は2021年のビッグゴールを決め

る！」という気持ち、意気込み



本日の内容

• レクチャー＆ワーク

• 【STEP1】あなたが目指すべき“2021年のビッグゴール”を決める

方法

• 【STEP2】あなたのモチベーションが湧き上がる『目標』とは？

• 【STEP3】目標達成にかかせない“あなたのMIT”を見つけ出せ！

• 【STEP4】あなたは自分に何を約束する？『2021年のマイテー

マ』の見つけ方

• まとめとネクストステップ



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？



【STEP1】あなたが目指すべき
“2021年のビッグゴール”を決める方法



「ビッグゴール」って何？

•「ビッグゴール」とは、あなたを成長させてく

れるゴールの中でも【特に重要なゴール】のこ

とです。

•ちなみに、ゴールとは、あなたの「やりたい」

「なりたい」「欲しい」という願望＝夢に日付

をつけたものです。



●●をしたい！
●●になりたい！
●●が欲しい！



「ビッグゴール」って何？

•そして、「成長させてくれるゴール」とは、あなた
にとって挑戦となるゴールのことを指します。

•人は「今までやったことがないこと」「今までの自
分には達成できなかったこと」などに挑戦すること
で、その道中で必要な知識、スキル、ツール、経験
など（これらをまとめて「目標達成能力」と言いま
す）を身につけ、成長していきます。



「ビッグゴール」って何？

•成長することで新たなステージが見えてきて、

それを目指していくことで、どんどん成長の螺

旋階段を登ることができます。

•逆に、色んなことに挑戦していかないと“現状維

持という名の衰退”に陥り、思考力や行動力、決

断力などがどんどん衰えていきます。



「ビッグゴール」って何？

•ですので、「現時点の自分だとちょっと達成

は難しいかな？今の自分を何かしら変える必

要があるな」と思えるゴールを目指していく

必要があるのです。



なぜ、「ビッグゴール」を決める必要があるの？

•ビッグゴールを決めないと、やりたいことが

ありすぎて、中途半端に手を出し、中途半端

な結果を生んでしまうからです。

•多くの人は、あれもこれも達成したいから、

あれもこれも達成できない状況にあるのです。



なぜ、「ビッグゴール」を決める必要があるの？

•あれもこれも目指してしまうと、その分、時

間やエネルギー（精神的なエネルギー、身体

的なエネルギー）、お金などを分散して使っ

てしまいます。



なぜ、「ビッグゴール」を決める必要があるの？

時間や
エネルギー

時間や
エネルギー



なぜ、「ビッグゴール」を決める必要があるの？

•そうならないためにも、目指すべき目的地を

１つだけに絞り、それに集中していきましょ

う。

•ちなみに、１年という期間は長すぎず短すぎ

なく丁度よい期間です。



ビッグゴールを決める５ステップ

•①洗い出す

•②取捨選択する

•③チェックする

•④期限を決める

•⑤整える



①洗い出す



①洗い出す

•まずは、あなたが2021年にやりたいこと、達成し
たいこと、実現したいことを考えられるだけ洗い出
していきます。

•特に「これは自分にとって挑戦だ」と思えるものを
たくさん出していきます。

•【注意点】洗い出す時点では、達成できる・できな
いなどは考えず、とにかく出すことに集中すること。



ワーク
2021年にやりたいこと、達成した
いこと、実現したいことを
洗い出しましょう！



②取捨選択する



②取捨選択する

•次は、あなたが洗い出したやりたいこと、達成

したいこと、実現したいことの中から【2021年

のビッグゴール】を決めていきます。

•ビッグゴールとは、【あなたの挑戦】が必要で、

挑戦した結果【あなた自身を成長させてくれ

る】ゴールです。



ワーク
これからいくつか質問していきます。
あなたが洗い出したリストの中から
取捨選択を行い、ビッグゴールを決
めていきましょう！



この中で、あなたが「今まで
やったことがないこと」はな
に？

質問



この中で、あなたが「今まで
の自分には達成できなかった
こと」はなに？

質問



この中で、あなたが「これは
自分にとって挑戦にならない
な」と思うものはどれ？

質問



この中で、あなたが「ちょっ
と怖いな・・・」と思うもの
はどれ？

質問



この中で、あなたが「少し頑
張ればできそうだな」と思う
ものはどれ？

質問



それをすることで、他の全て
のものが容易になるか、不必
要になる１つのことは何か？

質問



神様から「この中から３つだ
けしか実現できないぞ」と言
われたら、何と何と何を選
ぶ？

質問



この中で、あなたが達成でき
たらすごくワクワクするもの
はなに？

質問



今、一番手に入れたいことは
何ですか？

質問



この中で、2021年の年末に
「これ、やっておけばよかっ
た・・・」と絶対後悔するな
と思うものを１つ挙げるとす
ると？

質問



あなたの「2021年のビッグ
ゴール」はなに？

質問



③チェックする



③チェックする

•あなたが選んだビッグゴールが、あなたにとっ

て“正しいゴール”なのか【３つの基準】で

チェックしていきます。

•オランダのアイントホーフェン工科大学の研究

チームがまとめた、効果的なゴール設定のため

の基準。



③チェックする

•Measurable（メジャラブル）＝測定可能性

•Actionable（アクショナブル）＝行動可能性

•Competent（コンピテント）＝適格性

•それぞれの頭文字を取って、「MACの原則」と呼ばれる。



③チェックする

•Measurable（メジャラブル）＝測定可能性

⇒ゴールが数字として測定可能か？

•例）電子書籍を出版する

⇒期限を設けて数値化：2021年11月22日までに

⇒冊数で数値化：２冊



③チェックする

•Actionable（アクショナブル）＝行動可能性

⇒ゴールにたどり着くまでのプロセスを明確に書き
出せるか？

•例）電子書籍を出版する

⇒電子書籍を出版するための具体的なプランを立てる

⇒書く内容を決める、原稿を作る、表紙を作る、Amazonに登
録する・・・



③チェックする

• Competent（コンピテント）＝適格性

⇒ゴールを達成することが、自分の価値観に基づいてるか？

（本当に達成したいと思っているか？／自分の人生をより良
くしてくれるか？/自分にとって喜びとなるか？）

• 例）電子書籍を出版する

⇒電子書籍を出版することが、新しい人との出会いに繋がる
／人生の中で自分の想いや考えを形に残したい



③チェックする

•重要なのは、全てが合致していること。

Measurable（メジャラブル）＝測定できるか？

Actionable（アクショナブル）＝プロセスを描けるか？

Competent（コンピテント）＝本当に達成したいか？



ワーク
あなたの決めた「ビッグゴール」が
MACの原則を全て満たしているか
チェックしよう！



④期限を決める



④期限を決める

•ビッグゴールを決めたら、いつまでにそれを達

成させるか【期限】を明確にしよう。

•期限がないと、現実感がないので人は行動しな

い。

•期限があると、より具体的に行動計画を立てる

になる。



④期限を決める

•期限を決める際のコツは、２つ。

•いつまでに達成したいかで期限を決める

⇒達成スピードが速い

• 例：「3月23日が誕生日だから、ここまでには達成し
たい！」

•やることから計算して期限を決める

⇒確実性が高い

• 例：「AとBとCをやるから、これくらいは時間必要だ
な」



④期限を決める

•平土井のオススメ

⇒やることから計算した上で、達成する日を

早める

•例：やることを計算したら６ヶ月くらいかか

ると分かった場合、期限を１～1.5ヶ月前に

設定する。



④期限を決める

•今回は、【2021年のビッグゴール】なので、

当然、期限は2021年以内に設定する。

•期限は、「2021年3月23日」といった具合に、

日付まで明確にする（3月下旬、3月末といった

人によって解釈が異なる形にしない）。



ワーク
あなたが決めた「ビッグゴール」の
期限を設定しよう！



あなたへの提案
その期限を１ヶ月、早めてみませんか？



⑤整える



⑤整える

•期限が明確になったら、ゴールを整えていく。

•ゴールを整える際の３つのポイント

•現在進行形や過去形で書く

•ネガティブな言葉は使わない

•短くシンプル＆具体的に書く



⑤整える

•現在進行形や過去形で書く

•ゴールは、「●●している」「●●した」と

いった表現にする。

•「●●したい」と書くのはNG。



⑤整える

•ネガティブな言葉は使わない

•せっかくゴールを書くのだから、ポジティブな

言葉を使う。

•「ネガティブな言葉＋ない」という表現にしな

い。



⑤整える

•短くシンプル＆具体的に書く

•文章が長いと頭に入ってこない。

•具体的な言葉にするとGood！



⑤整える

•あなたの心理的負担を分散させる３つのM

•MAX（マックス）

•MIDDLE（ミドル）

•MINIMUM（ミニマム）

•３つのMを活用し、心理的負担を分散させる



⑤整える

•あなたのビッグゴールを３つのレベルに分け

ることで、「達成できない自分はダメだ」と

いう自己否定や「達成できるか不安・・・」

という心理的負担をなくしていく。



⑤整える

•MAX（マックス）

⇒「これが達成できたら最高！」と思えるゴー

ルを設定する

•例）電子書籍を出版する

⇒年内に２冊、電子書籍を出版する



⑤整える

•MIDDLE（ミドル）

⇒「これなら確実に達成できる！」と思える

ゴールを設定する

•例）電子書籍を出版する

⇒年内に１冊、電子書籍を出版する



⑤整える

•MINIMUM（ミニマム）

⇒「最低でもこれだったら達成できそう」と思

えるゴールを設定する

•例）電子書籍を出版する

⇒年内に電子書籍の初稿を書き終える



⑤整える

• ゴールを整える際の３つのポイント

• 現在進行形や過去形で書く⇒「●●している」「●●した」

• ネガティブな言葉は使わない⇒「ネガティブな言葉＋ない」はNG

• 短くシンプル＆具体的に書く⇒「●●を3件達成している」

• あなたの心理的負担を分散させる３つのM

• MAX（マックス）⇒「これが達成できたら最高！」

• MIDDLE（ミドル）⇒「これなら確実に達成できる！」

• MINIMUM（ミニマム）⇒「最低でもこれだったら達成できそう」



ワーク
あなたが決めた「ビッグゴール」を
３つのポイントと３つのMで
整えよう！



シートに書いてみよう！



Q&Aタイム
質問があれば、

チャットに書いてください。



【STEP2】あなたのモチベーションが湧
き上がる『目標』とは？



ビッグゴールを達成するための「目標」を設定しよう！

•目標とは、ビッグゴール達成のための目印や

通過点となるもの。

•ビッグゴールに対して、目標は複数ある。

•ビッグゴールを設定したら、次は「目標」を

設定していく。



●●をしたい！
●●になりたい！
●●が欲しい！



なぜ、目標を設定する必要があるの？

•なぜ目標を決める必要があるかと言うと、目

標がないとゴールに近づいているか分からず、

モチベーションの維持が難しいから。

•例えば、あなたがフルマラソンを走ることを

イメージしてみてください。





マラソンではエイドステーションが“目標”になる



エイドステーションという“目標”がないと・・・



なぜ、目標を設定する必要があるの？

•そうならないためにも、ビッグゴールを達成

するための【あなたのモチベーションが湧き

上がる目標】を決める必要があるのです。



目標を設定する３ステップ

•①分解する

•②ステップ化する

•③期限を決める



①分解する



①分解する

•目標とは、ビッグゴールを構成している要素

を分解して、そこに期日や量や基準を盛り込

んだもの。

•ビッグゴールを達成していくために必要な要

素を洗い出していく。



ビッグゴール達成

要素 要素 要素 要素 要素

要素 要素 要素 要素

要素 要素 要素

要素 要素

要素



ワーク
これからいくつか質問していきます。
あなたのビッグゴールを達成するた
めに必要な要素に分解していきま
しょう。



ビッグゴール達成に必要な知
識は何ですか？

質問



ビッグゴール達成に必要なス
キル（能力）は何ですか？

質問



ビッグゴール達成に必要な
ツール（道具や環境）は何で
すか？

質問



ビッグゴールを達成するため
に身につけた方がいい習慣は
何だと思いますか？

質問



ビッグゴールを手にする為に、
今出来ていないことは何です
か？

質問



来年、ビッグゴールが達成し
ているとしたら、それはなぜ
だと思いますか？

質問



不安や恐怖を感じるが、実行
した方がビッグゴールに近づ
くことはなんですか？

質問



あなたのビッグゴール達成の
障害になっていることは何だ
と思います？

質問



②ステップ化する



②ステップ化する

•ビッグゴールを達成するために必要な要素を洗
い出せたら、それをどんな順番でやるか決めて
いきます。

•ポイントとしては、

•３～５個の通過点にしていくこと

•ビッグゴール達成のために避けては通れないもの
を選ぶこと



②ステップ化する

•例えば、電子書籍の出版の場合、

•①書く内容を決める

•②原稿を作成する

•③表紙を作成する

•④体裁を整える

•⑤AmazonKDPに登録する



ワーク
あなたのビッグゴールを達成するた
めに避けては通れないものを３～５
のステップにしてみましょう。



③期限を決める



③期限を決める

•ステップを決めたら、それらをいつまでに達

成するか期限を決めていきます。

•ビッグゴールと同様に、具体的な日付にして

いきます。



③期限を決める

•ポイントは、「いつ」「何が」「どうなってい

る」という状態を表す文章にすること。

•目標はあくまでも通過点なので、「●●する」

という“やるべきこと”にしてしまうと、やった

か・やらないかという2次元的な思考になる。



③期限を決める

• “通過する状態”を掲げることで、アプローチ

する方法は無限に増えるし、試してうまくい

かなかったことは、随時、修正や変更ができ

るようになる。



③期限を決める

•例えば、電子書籍の出版の場合、

•①2021年5月31日までに、書く内容が決まっている。

•②2021年8月31日までに、原稿が出来上がっている。

•③2021年9月30日までに、表紙が出来上がっている。

•④2021年10月31日までに、体裁が整っている。

•⑤2021年11月10日までに、AmazonKDPに登録さ

れている。



ワーク
ステップにしたものに期限をつけ、
「いつ」「何が」「どうなってい
る」という状態を表す文章にして、
目標を作成しましょう。



シートに書いてみよう！



Q&Aタイム
質問があれば、

チャットに書いてください。



【STEP3】目標達成にかかせない
“あなたのMIT”を見つけ出せ！



「MIT」って何？

•MITとは、Most Important Taskの略で「最

も重要なタスク」のこと。

•目標達成するために数あるタスクの中で最も

重要なタスクを決めていく。



なぜ、MITを見つけ出す必要があるの？

•ムダな時間をかけたり、ムダな労力をなくす

ため。

•ビッグゴールを決め目標を決めたとしても、

実際に行動しなければそれらは実現されませ

ん。絵にかいた餅になってしまいます。



なぜ、MITを見つけ出す必要があるの？

•ですので、目標を決めたら、それをクリアす

るためのタスクを明確にする必要があります。

•しかし、タスクはやろうと思えば大きいもの

から小さいものまで数限りなく出てきてしま

います。



なぜ、MITを見つけ出す必要があるの？

•これらをあなたの限られた時間、限られたエネ

ルギー（精神的エネルギー、肉体的エネル

ギー）で全てやることはできません。

•ですので、「それを実行することができたら、

目標は８割がた達成されるタスク＝MIT」を見

つけてましょう。



それがないと目標が達成できないタスク＝MITは？



MITを決める２ステップ

•①洗い出す

•②MITを選出する



①洗い出す



①洗い出す

•タスクとは、あなたが実際に行動に移すことで

す。

•目標を達成するために必要なタスクを洗い出し

ていきましょう。



①洗い出す

•例えば、「2021年5月31日までに、書く内容

が決まっている。」という目標を達成するため

のタスクは・・・

•書きたいことを洗い出す

•どんな本が売れているかAmazonを調査する

•自分の知識、スキル、経験を棚卸しする

•企画書を作成する



ワーク
あなたが目標を達成するために、や
るべきタスクを洗い出しましょう。



②MITを選出する



②MITを選出する

•必要なタスクを洗い出したら、その中からMIT

を選出していきます。

•選出する際のコツは、「それを実行することが

できたら、目標は８割がた達成されるタスク」

や「それがないと目標を達成できないタスク」

を選ぶこと。



②MITを選出する

•例えば、「2021年5月31日までに、書く内容

が決まっている。」という目標を達成するため

のタスクは・・・

•書きたいことを洗い出す

•どんな本が売れているかAmazonを調査する

•自分の知識、スキル、経験を棚卸しする

•企画書を作成する



ワーク
あなたが目標を達成するために必要
なMITを選出しましょう。



シートに書いてみよう！



Q&Aタイム
質問があれば、

チャットに書いてください。



【STEP4】あなたは自分に何を約束する？
『2021年のマイテーマ』の見つけ方



「マイテーマ」って何？

•マイテーマとは、“あなたがあなたにする約

束事”のことです。

•ビッグゴールを達成することで、あなたがあ

なたに約束したいことを明確にしていきます。



ビッグゴールを達成するために、自分自身に何を約束する？



なぜ、「マイテーマ」を見つける必要があるの？

•なぜマイテーマを決める必要があるかと言うと、マ
イテーマを決めることで、あなたの中の軸がブレず
にビッグゴールや目標に向かうことができるからで
す。

•テーマという約束事を決めることで、あなたが途中
で道にそれたとしても「そうだ。自分はこれを実現
するんだ！」と元に戻ってこれるようになります。



例えば・・・

•平土井のマイテーマ

•自律

•自立

•独立

•確立



マイテーマを決める２ステップ

•①キーワード化する

•②マイテーマを決める



①キーワード化する



①キーワード化する

•ビッグゴールを達成することで得られる結果・

変化や目的、感情などを３～５個のキーワード

にしていきます。

•例えば、電子書籍の出版だと

•「認知」「ブランド」「実績」 「繋がる」

「ワクワク」



ワーク
ビッグゴールを達成することで得ら
れる結果や変化、目的、感情などを
キーワード化していきましょう！



②マイテーマを決める



②マイテーマを決める

•キーワード化したものと「行動のスイッチが入

る言葉」を組み合わせて、あなたのマイテーマ

を決めていきます。

•もちろん、あなたの中で良いテーマが浮かんで

いるなら、それでOKです。必ずしも「行動の

スイッチが入る言葉」を使う必要はないです。



②マイテーマを決める

•行動のスイッチが入る言葉
惹きつける
魅了する
達成する
実現する
到達する
追加する
完了する
終了する
やり遂げる
やり終える
やり抜く
完成する

終了する
叶える
積み重ねる
終わる
断つ
ゴールする
決定する
決断する
変わる
変化する
気づく
決める

取る
獲得する
奪う
身につける
始める
帰る
辞める
やめる
手放す
捨てる
決意する
覚悟する

実行する
遂行する
超える
超越する
ふさわしくなる
なじむ
試す
選択する
選ぶ
イメージする



②マイテーマを決める

•例えば、電子書籍の出版で出てきたキーワードと組

み合わせると・・・

•「認知」＋「惹きつける」＝認知し、惹きつける

•「ブランド」＋「積み重ねる」＝ブランドを積み

重ねる

•「実績」＋「獲得する」＝実績を獲得する

• 「繋がる」＋「魅了する」＝繋がり、魅了する

• 「ワクワク」＋「超える」＝ワクワクを超える



ワーク
あなたのキーワード化したものと
「行動のスイッチが入る言葉」を組
み合わせて、あなたのマイテーマを
決めていきましょう！



行動のスイッチが入る言葉

惹きつける
魅了する
達成する
実現する
到達する
追加する
完了する
終了する
やり遂げる
やり終える
やり抜く
完成する

終了する
叶える
積み重ねる
終わる
断つ
ゴールする
決定する
決断する
変わる
変化する
気づく
決める

取る
獲得する
奪う
身につける
始める
帰る
辞める
やめる
手放す
捨てる
決意する
覚悟する

実行する
遂行する
超える
超越する
ふさわしくなる
なじむ
試す
選択する
選ぶ
イメージする



シートに書いてみよう！



Q&Aタイム
質問があれば、

チャットに書いてください。



【STEP5】まとめとネクストステップ



【STEP1】あなたが目指すべき
“2021年のビッグゴール”を決める方法



「ビッグゴール」って何？

•「ビッグゴール」とは、あなたを成長させてく

れるゴールの中でも【特に重要なゴール】のこ

とです。

•ちなみに、ゴールとは、あなたの「やりたい」

「なりたい」「欲しい」という願望＝夢に日付

をつけたものです。



●●をしたい！
●●になりたい！
●●が欲しい！



「ビッグゴール」って何？

•そして、「成長させてくれるゴール」とは、あなた
にとって挑戦となるゴールのことを指します。

•人は「今までやったことがないこと」「今までの自
分には達成できなかったこと」などに挑戦すること
で、その道中で必要な知識、スキル、ツール、経験
など（これらをまとめて「目標達成能力」と言いま
す）を身につけ、成長していきます。



「ビッグゴール」って何？

•成長することで新たなステージが見えてきて、

それを目指していくことで、どんどん成長の螺

旋階段を登ることができます。

•逆に、色んなことに挑戦していかないと“現状維

持という名の衰退”に陥り、思考力や行動力、決

断力などがどんどん衰えていきます。



「ビッグゴール」って何？

•ですので、「現時点の自分だとちょっと達成

は難しいかな？今の自分を何かしら変える必

要があるな」と思えるゴールを目指していく

必要があるのです。



なぜ、「ビッグゴール」を決める必要があるの？

•ビッグゴールを決めないと、やりたいことが

ありすぎて、中途半端に手を出し、中途半端

な結果を生んでしまうからです。

•多くの人は、あれもこれも達成したいから、

あれもこれも達成できない状況にあるのです。



なぜ、「ビッグゴール」を決める必要があるの？

•あれもこれも目指してしまうと、その分、時

間やエネルギー（精神的なエネルギー、身体

的なエネルギー）、お金などを分散して使っ

てしまいます。



なぜ、「ビッグゴール」を決める必要があるの？

時間や
エネルギー

時間や
エネルギー



なぜ、「ビッグゴール」を決める必要があるの？

•そうならないためにも、目指すべき目的地を

１つだけに絞り、それに集中していきましょ

う。

•ちなみに、１年という期間は長すぎず短すぎ

なく丁度よい期間です。



【STEP2】あなたのモチベーションが湧
き上がる『目標』とは？



ビッグゴールを達成するための「目標」を設定しよう！

•目標とは、ビッグゴール達成のための目印や

通過点となるもの。

•ビッグゴールに対して、目標は複数ある。

•ビッグゴールを設定したら、次は「目標」を

設定していく。



●●をしたい！
●●になりたい！
●●が欲しい！



なぜ、目標を設定する必要があるの？

•なぜ目標を決める必要があるかと言うと、目

標がないとゴールに近づいているか分からず、

モチベーションの維持が難しいから。

•例えば、あなたがフルマラソンを走ることを

イメージしてみてください。





マラソンではエイドステーションが“目標”になる



エイドステーションという“目標”がないと・・・



なぜ、目標を設定する必要があるの？

•そうならないためにも、ビッグゴールを達成

するための【あなたのモチベーションが湧き

上がる目標】を決める必要があるのです。



【STEP3】目標達成にかかせない
“あなたのMIT”を見つけ出せ！



「MIT」って何？

•MITとは、Most Important Taskの略で「最

も重要なタスク」のこと。

•目標達成するために数あるタスクの中で最も

重要なタスクを決めていく。



なぜ、MITを見つけ出す必要があるの？

•ムダな時間をかけたり、ムダな労力をなくす

ため。

•ビッグゴールを決め目標を決めたとしても、

実際に行動しなければそれらは実現されませ

ん。絵にかいた餅になってしまいます。



なぜ、MITを見つけ出す必要があるの？

•ですので、目標を決めたら、それをクリアす

るためのタスクを明確にする必要があります。

•しかし、タスクはやろうと思えば大きいもの

から小さいものまで数限りなく出てきてしま

います。



なぜ、MITを見つけ出す必要があるの？

•これらをあなたの限られた時間、限られたエネ

ルギー（精神的エネルギー、肉体的エネル

ギー）で全てやることはできません。

•ですので、「それを実行することができたら、

目標は８割がた達成されるタスク＝MIT」を見

つけてましょう。



それがないと目標が達成できないタスク＝MITは？



【STEP4】あなたは自分に何を約束する？
『2021年のマイテーマ』の見つけ方



「マイテーマ」って何？

•マイテーマとは、“あなたがあなたにする約

束事”のことです。

•ビッグゴールを達成することで、あなたがあ

なたに約束したいことを明確にしていきます。



ビッグゴールを達成するために、自分自身に何を約束する？



なぜ、「マイテーマ」を見つける必要があるの？

•なぜマイテーマを決める必要があるかと言うと、マ
イテーマを決めることで、あなたの中の軸がブレず
にビッグゴールや目標に向かうことができるからで
す。

•テーマという約束事を決めることで、あなたが途中
で道にそれたとしても「そうだ。自分はこれを実現
するんだ！」と元に戻ってこれるようになります。



例えば・・・

•平土井のマイテーマ

•自律

•自立

•独立

•確立



あなたがこの時間で達成した・学んだこと



ビッグゴールを達成するために大切な４つのこと

•ゴール、目標を何度も見直すこと

•書いた内容は何回でも書き直してOK

•自分を責めないこと

•行動できた自分をとにかく褒める



シェアタイム
あなたの「2021年のビッグゴール」と

ワークをやってみての感想や気づき、学び、
発見などをチャットにシェアしてください。



【STEP5】まとめとネクストステップ



ネクストステップ

•「ビッグゴール」を明確にしたその先

は・・・

⇒ビッグゴール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、

•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

ビッグゴール、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、「実現したいビッグゴール」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？

•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！

• ビッグゴールや目標、タスクを決めたけど、実際に行動に移せるか心配

• 行動計画を立てるのが苦手

• ゴール達成のために、今の時間の使い方を見直したい

• 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

• 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

• 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３名

申し込み期限：３日間限定



Q&Aタイム
質問があれば、

チャットに書いてください。




