
私は久恒先生に出会い
新しい道を見つけました｡

それは「過去への道」でした｡
今までの諸先輩方からは

「未来への道」を
学んできました｡

「出会い」は人生です｡
人生は出会いです

知的生産の技術9①20001204大きく人生を
変えた人達が

30人もいるのには
驚いた｡同時に

幸せ者であるとも感じた｡
あと､瞑想なしの方が

眠くないのでいい

大きく人生を
変えた人達が

30人もいるのには
驚いた｡同時に

幸せ者であるとも感じた｡
あと､瞑想なしの方が

眠くないのでいい

ﾀｲﾌﾟ１

性格ﾀｲﾌﾟの職業を読んだら
私にﾋﾟｯﾀﾘ合うと思った｡

でも､最近は自分が
どんな人であるかを教えてくれる

占いとかを見たら
それに洗脳される気がする｡

また､自分が好きなこと､
やりたいことを､後悔しないほどに

やってからこそ､自分を
創造することができると信じます

今までたいした出会いを
していないのではないか？

自分のやりたい職業と
向いている職業って

一致しない時が多かった｡
本当の自分は“対人”に

向いているのかなぁ

自分に少しでも影響を与えてくれた人とは
今でも仲がいいということに気付いた

今まで色々思い出してきたおかげなのか
瞑想しなくてもｽﾗｽﾗと書けたが

やはり大学時代だけは書き辛かった｡
私もそろそろまとめ始めないと…と感じた

今日の講義で
ますます自分史の

意欲がわいてきました

人と直接会うことは
本当に大事だと思う

出会いを忘れないように
していきたいと思う

自分のやりたい職業は
ﾀｲﾌﾟ2よりﾀｲﾌﾟ5の
職業の方だった

今まで素晴らしい人ばかりに
出会って､私は幸せ者です!

性格ﾀｲﾌﾟの職業は
合っていたような気がします

瞑想がないと
昔の事をまとめて

思い出す事が
できない｡これからの

大学生活で
いろんな人との

出会いとﾈｯﾄﾜｰｸを
大事にしたい

瞑想しないで
質問に答えようとしたら
普段より思い浮かぶ
情報が少なかった

今日は一人で思い出そうと
努めたが､やはり誰かと

話しながらの方が
思い出す事が多い｡

たった20年弱の人生にも
これ程の出会いと

別れとがある｡これから先
一体自分は何人の人と
関わっていくのだろうか

今の自分は
出逢いによって
つくられたもの
なんだと感じた

今の自分は
出逢いによって
つくられたもの
なんだと感じた

ﾀｲﾌﾟ２

私は性格ﾀｲﾌﾟ2と7の中間という
気がしています｡どちらなのか

決めかねているのですが､やはり
自分史を書く上で､都合が

悪いでしょうか?また､電話では
声のみで相手の状況や何やかやを

判断しなければなりませんが
実際に会えば表情や顔色､様子など

様々な情報が与えられますよね

恋の対象となる人は
何故高校からなのでしょうか｡

中学校の時が一番
まともな恋愛をしてた気がする

私にとって本と書籍は
私に特別影響すると思う｡
音楽なら新年交? 楽は
毎年楽しみなことだ｡
「圓舞曲」は大好きだ

私にとって本と書籍は
私に特別影響すると思う｡
音楽なら新年交? 楽は
毎年楽しみなことだ｡
「圓舞曲」は大好きだ

ﾆｸｿﾝやｶｰﾀｰは何ﾀｲﾌﾟでしょうか?
ｻｯﾁｬｰやｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌは何ﾀｲﾌﾟでしょうか?

政治家のﾀｲﾌﾟを教えてください

今､私には本当にやりたいこと
（なりたい職業）がある｡

今は毎日がものすごく忙しい｡
この授業を受けていると
今の私は生まれた時から
こつこつと積み重なった

ものだということが良くわかる

今､私には本当にやりたいこと
（なりたい職業）がある｡

今は毎日がものすごく忙しい｡
この授業を受けていると
今の私は生まれた時から
こつこつと積み重なった

ものだということが良くわかる

出会いというのは
自分を最も
成長させてくれる
ものだと思う｡
残りの大学生活でも
今まで通り色々な人と
友達になり色んな事を
学びたい

今まで自分が生きてきた中で
出逢った人はたくさんいるな

ということに改めて気がついた｡
そして､その色々な人達との

出逢いが､自分の性格を
形成しているというのも

事実だという事に気付いた｡
私は「成功の掟､ﾐﾘｵﾈｱの秘密」

という本に､非常に強い
感動を感じた

ﾀｲﾌﾟ
３

目をつぶって考えないと
なかなか思い出せない｡

“人との出逢い”は
人生の中で

大きなﾃｰﾏなんだと
思った 「出会い」は

素晴らしい

自分も「出会えてﾖｶｯﾀ!」
と思われる人になっていく



「普通は単独で仕事をするのを好み～」
というあたりがまさに私です｡でもそれでは

貴重な「出逢い」というものに巡り合うことは
ないのでしょうね｡志が大きいくせに
人付き合いの苦手な私は先生の

御性格がうらやましくさえ思います｡
瞑想しないで書き始めると､少し情報が

整理されていないなという印象を受けました｡
何事をやるにも一息置いてから…というのは

どうやら間違いではないようですね

ﾀｲﾌﾟ
４
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私達は生き方に
迷っているから
先生の授業に

魅かれて
いるのだろうか ?
受けている授業
全てについても

よく考えてみたい

ﾀｲﾌﾟ4の職業には
ﾋﾟﾝときませんでした

今ここにいる自分が
どうなっていくのか

興味津々

ｼｬｰﾍﾟﾝを忘れた

“触れあい”も“縁”
である事を知り
人との出会いは

とても大事にしています｡
私と私の出会った

人達の間に､きっと深い
縁があると信じています

この授業を
自分の歴史を

振り返る
機会にしたい

性格ﾀｲﾌﾟ別職業に
私がやりたいと

思っていたもの全部が
ｽﾞﾊﾞﾘ載っていたのでﾋﾞｯｸﾘ

私に対して「あなたに
何かと触発されてるよ」とか

言ってくれる人が多い気がする｡
私が言っている事､考え方が
人に影響を与えているらしい｡

だからｶｳﾝｾﾗｰとかなりたいとは
思いませんが､もしかして

向いてるんじゃない?と
思うことはよくある

性格ﾀｲﾌﾟについての情報
いつも楽しみにしています｡

自分史伝説を見ていて
前以上に興味を持った｡
買うかどうか考え中です

性格ﾀｲﾌﾟについての情報
いつも楽しみにしています｡

自分史伝説を見ていて
前以上に興味を持った｡
買うかどうか考え中です

中学と高校の時にやった
職業の適性検査でも
芸術関係の仕事に

向いているという結果が出た｡
基本的に自分の本質は

変わらないのかと思った｡
たくさんの人と付き合うことで

ﾁｬﾝｽが生まれるという話を聞き
自分の世界を狭めるようなことは

やめようと思った

中学と高校の時にやった
職業の適性検査でも
芸術関係の仕事に

向いているという結果が出た｡
基本的に自分の本質は

変わらないのかと思った｡
たくさんの人と付き合うことで

ﾁｬﾝｽが生まれるという話を聞き
自分の世界を狭めるようなことは

やめようと思った

毎回考えさせられる
講義で面白い

出会いは
人間にとって
大事なもの

ﾀｲﾌﾟごとの職業が
自分の目標とする
方面だったので

うれしい 私はﾀｲﾌﾟ4なので
職業分野では

芸術･言語を手段として
人に影響を与える仕事が

適しているようです｡
生きている事を自分自身も

楽しみながら働く事は
私の希望する職業です

「自由時間には」という所を読んで
本屋のﾊｼｺﾞをしてしまう私としては
すごく当てはまっている気がした

自分は幸せだなぁ

「出会い」と呼べる人は
本当に少ないと思った

自分史が出版できるぐらい
内容が濃かったらなぁと思う｡
でも逆に内容が濃い自分史を

持ってる人は苦労しているんだろう｡
私はたいした事でもないことを
「面白おかしく」書いていきたい

自分史が出版できるぐらい
内容が濃かったらなぁと思う｡
でも逆に内容が濃い自分史を

持ってる人は苦労しているんだろう｡
私はたいした事でもないことを
「面白おかしく」書いていきたい

いい出逢いが
思い出せたらいいと思う

一人でできる仕事が
向いているらしいが
実際そんな仕事は

ないと思う

人間的に影響を受けたというより
考え方やｽﾀｲﾙ影響の方が大きい｡

また直接面会しなくても
本等での出会いというものも大きい

そうだ
京都行こう

瞑想のない講義も
たまにはいい

多くの人と出逢ってきたということが
実感できた｡その人々から少しづつ
影響を受けてきたような気がする

今後会うこともない人が
いると思うと何か寂しくなった

ﾀｲﾌﾟ５

司法組織､軍隊
企業社会､学会に

向いていると
書いてあったが
あまり自分の

なりたくない職業ばかり
並んでいたため

“本当かな?”と思った｡
でも意外とこの中に
向いている仕事が
あるかもしれない

司法組織､軍隊
企業社会､学会に

向いていると
書いてあったが
あまり自分の

なりたくない職業ばかり
並んでいたため

“本当かな?”と思った｡
でも意外とこの中に
向いている仕事が
あるかもしれないﾀｲﾌﾟ

６
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ﾀｲﾌﾟ８

ﾀｲﾌﾟ
７

今までと同じ
質問なので

新しい発見は
あまりなかった

ﾀｲﾌﾟ7は一つのことを
やり続けることが苦痛で
色んなことをやりたがる｡
そんな私に一つの井戸を

掘り続けていくのは
可能なのだろうか

ﾀｲﾌﾟ7の人が看護婦に
向いているとは思わなかった｡

もしかしたら看護の仕事が楽しくて
ﾊﾏｯていたりするのかもしれない｡
色んな人と合って､色んなものを

吸収しようという決心が
ついたような気がする

ﾀｲﾌﾟ7の人が看護婦に
向いているとは思わなかった｡

もしかしたら看護の仕事が楽しくて
ﾊﾏｯていたりするのかもしれない｡
色んな人と合って､色んなものを

吸収しようという決心が
ついたような気がする

人と出会うということは素晴らしい｡
これからも出会いを大事にしたい

過去を振り返ることは
自分にとってすごく

心地良いことだ

学校の先生のことを
思い出すと､その先生達に
まつわるｴﾋﾟｿｰﾄﾞが次々に

思い出された

全てのものは
人間との関わりによって

成り立っていると思います｡
特に先生の話の中で
自分と関係がある

様々な糸を切らないで
その関係を続けていく事も

大切であるという話に
印象を受けました

全てのものは
人間との関わりによって

成り立っていると思います｡
特に先生の話の中で
自分と関係がある

様々な糸を切らないで
その関係を続けていく事も

大切であるという話に
印象を受けました

性格ﾀｲﾌﾟの分析は
自分に当てはまる
気がします｡性格は

やはり変わらないものだと
実感してきました｡

欠点も含めた性格を
うまくｺﾝﾄﾛｰﾙできるように

なりたい

この授業があるたびに
将来について不安になります｡

足下に井戸を掘りたくても
自分が今どこにいるのか

分からなければ
掘ることができません｡

瞑想はあったほうがいいです

自分の夢に向かって
頑張ろう

現在に至るまでに
一体どれだけの人の世話に

なったのだろうと思った｡
その中での感謝の気持ちや

得た物を､改めて
思い出せるようにしたい

印象に残った「言葉」は
全然思い浮かばず

この23年間､薄っぺらな
人生を歩んできた事を痛感

今日の“出逢い”が終わって
自分史を書く資料が揃ってきた｡

何かすごく楽しみだ｡
自分の考えている職業と
ﾌﾟﾘﾝﾄの内容が､かなり

一致していたのでとても驚いた

過去をたどっていく
一連の作業をしていく中で
「自分自身」というものの
本質が見えてきたような

気がする

性格ﾀｲﾌﾟの診断表で
“職業”のところを見ても
私がめざしている分野は

ありませんでした｡
我が道を歩みます

今日の職業､自由時間や
以前にやったﾀｲﾌﾟの傾向が

私にはﾀｲﾌﾟ8は
ほとんど当てはまりません

感謝、感謝

ﾀｲﾌﾟ
９

先生､友達に
与えられる影響は

とても大きいんですね

たくさんの人との出会いの中で
自分の歴史も創られているんだ

ということを感じました｡皆それぞれ
出会った人が違って､だから

皆それぞれ違う生き方をしている

たくさんの人との出会いの中で
自分の歴史も創られているんだ

ということを感じました｡皆それぞれ
出会った人が違って､だから

皆それぞれ違う生き方をしている

古いことの方が
たくさん思い出されました｡

今､自分のいる位置が
さっぱり分かりません｡

なんだか空っぽな生活を
しているような気がしました

人との出逢いは､今まで
生きてきた歴史の中で

色々なものがある｡
たくさんの友達と会い

影響を受けて
育ってきたんだなぁこれからの出会いも

すごく楽しみ

瞑想しなかったせいか
どうか分からないが
10年前の小学校の

ことともなると､なかなか
思い出せないことが

多かった｡密度の濃い
時代には､出会いの数も

多いように感じた

自分はほとんどの 糸を
切っていることを思い出し

後悔しました｡今後はもっと
積極的に交流しようと

思うと同時に､何故今まで
様々な糸を切ってきたのか
自分史に記していきたい

「自由時間には」
という項目は

当たっていました

「自由時間には」
という項目は

当たっていました

書いてある
職業･自由時間の
過ごし方は､あまり
自分に合ってない

気がした

自分史伝説高い

友人との出会いとは
感動的なものだと思う｡

涙を流した｡前が見えない
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何年も前の思い出が
よみがえってきた

瞑想しなくても
思い出すことはできた｡

けど､心なしか
浅かった気もする

大人の影響は
受けてなくて

友人や先輩の
影響を多く

受けていることに
気付きました

一度切れた糸だが
つなげるものなら

もう一度つないでみよう

人生の4分の1しか
生きていませんが

たくさんの人と
出会ってきたのだと
驚きました｡この先

誰とどのように出会うのか
予想もできないと考えると

とても楽しみ

先生の言うことの中には
過去の偉人が言ったような

名言になるもののような
語が多くある｡

「久恒語録集」が
出版できそうですね

数え切れない程の人達と
出会ってきていることに気付き

その中で様々な影響を受けてきている｡
これからも出会いの1つ1つを
単なる偶然と思わずにいたい

数え切れない程の人達と
出会ってきていることに気付き

その中で様々な影響を受けてきている｡
これからも出会いの1つ1つを
単なる偶然と思わずにいたい

これまで出逢った人達のおかげで
私は成長することができたし

考え方も少しづつ変わってきた気がする｡
「職業」では何となく自分に

当てはまっているような気がした

印象に残る出逢いは
自分の人生に

大きな影響を与えている

私は現在､将来やりたい事が
何も見つかっていない状態なので

今日の講義を
とても楽しみにしていました｡

外交官か公務員などに
向いているようだったのですが

前の講義でﾀｲﾌﾟ1よりだと分かったので
銀行員なども向いているのかな

ﾀｲﾌﾟ9が他のﾀｲﾌﾟの
それぞれに典型的な

活動をすることができます｡
ということで

将来が定まらないのは
そのせいかと思いました｡

どの仕事もそれなりに
できそうなので…｡

次回は~と言ってあると
授業前から考えているので

特に瞑想も必要なく
書けました今日考えてみたら､結構

印象的な出逢いがある

幼少時代の友達は
全然思い出せなかった｡

出逢った人の影響で
趣味が増えたように思う

幼少時代の友達は
全然思い出せなかった｡

出逢った人の影響で
趣味が増えたように思う

なんか
特に印象に残る出逢いって
思いつかないんですけど…｡

瞑想はあったほうがいい

性格ﾀｲﾌﾟ別の
職業は結構意外

自分史のｿﾌﾄは
思っていた以上に
しっかりしたもので

驚いた｡
あのｿﾌﾄを使えば

楽に自分史が
作成できそうだ

今年の年賀状は
増やそうと思った

自分伝説v
面白かったです｡

やっぱり瞑想の時間は
あった方が良いかも｡

私も人に影響を
与えているのかなぁ

自分伝説v
面白かったです｡

やっぱり瞑想の時間は
あった方が良いかも｡

私も人に影響を
与えているのかなぁ

色んな出逢いがあったが
良い事も悪い事も
多く学べたと思う

色んな出逢いがあったが
良い事も悪い事も
多く学べたと思う

色んな出会いをしたけれど
そのほとんどを

忘れてしまっていると思う｡
瞑想をしないと､ゆっくりと

考えようとしないので
瞑想は大事だなぁと思った

職業はあまりにも
抽象的でﾋﾟﾝとこなかった｡

出会いは私の中で
一番大切にしたい

ﾀｲﾌﾟに目指す職業がなかったので
ちょっとｼｮｯｸ｡でも､とりあえず
一度やろうと決めたことなので

それをやり通してみよう

出会いは人生において
本当に大切だと思った

職業はﾀｲﾌﾟ2の方が
会っているような気がする｡

今日の「出逢い」は
全般的なことなので､今までを

一気に振り返ったような気がする

出逢いは私にとって
大きな影響力を
もっていたと思う

性格ﾀｲﾌﾟが職業に
関係しているとは 驚き

先生の“自分発見ｿﾌﾄ”
欲しいなと思います｡

でも今はお金がないので
もう少し後で買わせて

いただくかも知れません

先生の“自分発見ｿﾌﾄ”
欲しいなと思います｡

でも今はお金がないので
もう少し後で買わせて

いただくかも知れません

たくさんの人に出逢って
影響を受けたからこそ

今の自分がいる

「自分伝説」のｿﾌﾄは
とても興味深かったです

ﾀｲﾌﾟ9が向いている仕事に
就きたいと思ったことは

なかったので
少しｼｮｯｸでした｡私としては
ﾀｲﾌﾟ7の職業がひかれます｡

出逢いは特に
印象的ということは

なかったけれど
どれも楽しいものです

強い印象を受けた
本･映画･言葉は

沢山あった筈なのに
今思い返してみると
なかなか出てこない｡
確かに衝撃を受け

感動したのに
思い出せないのは

悔しくもあり
悲しい感じです

ﾀｲﾌﾟ
９


