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‘昭和の働き方’卒業セミナー 

 

【我慢することが当たり前になっていませんか？】 

 

こんにちは、内山です。 

 

５年ぶりに新年早々のセミナーを開催することにしました。 

 

テーマを平たく言えば、 

 

「新しい時代でどうやって独立起業していくか？」 

 

です。 

 

そして、今から非常に怪しいことを言いますが、 

 

今回のセミナーでは、「自由」と「お金」と「楽しさ」を３点セットにして同時に

手にしてしまおう！というキナ臭いことをテーマに掲げています。 

 

ある種、俺が大嫌いなお花畑系のセミナー要素まで含んでいるわけです

が、もちろん、宇宙にオーダーするとか、一瞬で誰でも大金持ち、悪用厳

禁の秘伝をあなたに、などと言ったアホすぎることは一切言わないので安

心してください。一応まで。 

 

あと、おそらく「内山って誰だよ？」って人はこの募集ページを読んでいな

いと思いますが、２０１９年１月現在、映像会社、出版社、コーチング会社、

NPO 法人、保育園、寿司店などを経営しています。 
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よく人から「内山さんは、なぜそんなに沢山のことができるんですか？」と

言われることがあるのですが、当たり前のことを当たり前にやっているだけ

なので、「これくらい誰でも余裕ですよ」と答えています。 

 

もちろん、昭和の当たり前と新時代の当たり前は全く別物で、ここで言う

「当たり前」とは新時代の当たり前を指しています。 

 

俺のスタイルを含め、新時代の働き方は実にユニークになっているので、

それを今からお伝えしていきたいと思います。 

 

 

脱！昭和の働き方 

 

つい先日、お正月ということもあり、何年かぶりに実家に帰省しました。 

 

その時、父親から「俺は未だにお前が一体、何をしているか分からない」 

「一体全体どういうことなんだ？説明しろ」と言われました。苦笑。 

 

もちろん、これまでも何度か説明していますが、戦前生まれの父親は、「イ

ンターネットなにそれ？美味しいの？」状態なので、ネットとは何か？から

説明しなければいけません。 

 

今回は俺だけでなくウチの妻も説明してくれたのですが、「全く意味が分

からない」と言われてしまいました。笑。 

 

俺の親父は未だにカセットテープで演歌を聞いている昭和どっぷり世代

なので理解できないのも仕方がないのかもしれません。 

 

もちろん、親父世代は、高度経済成長を支えてきた先人なので、完全リス

ペクトしていますが、今回のセミナーでどうしても伝えたいことは、流石に 
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平成もあと３ヶ月で終わる段階で、昭和の働き方をしているので古すぎる

でしょ？ ということ。 

 

 

就職活動といえば、みんな同じリクルートスーツを着て、わざわざいくらで

も代わりがきくような人になる活動をやっているし、もう少し上の３０代とか４

０代の世代では、嫌だと思っている仕事を『我慢は美徳』とばかりに何十

年も続けています。 

 

いやいや、ちょっと待ってください。と。 

 

昭和どころか、３０年も続いた平成もあと３ヶ月で終わるというのに、いつま

で昭和を大切にするつもりなんですか？と俺は言いたい。 

 

まず平成生まれの若者が「昭和」の影響をモロに受けているのは、やはり

両親を筆頭に、有識者や影響力を持っている人たちの多くが「昭和世代」

だからだと思います。昭和を知らない世代だけど、人を介して昭和をイン

ストールするわけです。 

 

こんなことを言ってる俺も完全に昭和生まれなので、以前は昭和の価値

観にドップリハマっていました。例えば、給料は我慢料であると本気で思

っていたし、たまの休日には疲れ果てて、一日中ベッドから起き上がれな

かったことが何度もあります。 

 

平成は失われた２０年と呼ばれる時代であり、日本がどんどん低迷した時

代だと言われていますが、時代は間違いなく前進し進化を続けています。

これは今現在もさらに素晴らしい時代に進化をしているという意味です。 

 

確かに平成は、多くの日本企業が衰退しましたが、それと時代が退化した

こととはまた別の話です。なぜなら、少なくても俺たち個人にとっては昭和

の時代よりも、現在の方が明らかに住みやすく便利な世の中になっている

はずだからです。 
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もう少し本質的な話をすると、日本企業が衰退したのは、新しい時代のパ

ラダイムを採用しなかったためで、要するに時代にマッチできなくなったの

が原因です。 

例えば、ソニーが凋落を始める切欠になったのは、ブラウン管テレビに固

執しすぎたのが原因と言われています。と、いうのも昭和のカラーテレビ信

仰で人気を博したソニーの「トリニトロン」というテレビは世界中で大ヒットし

ソニーを一躍、世界のトップ企業に引き上げてくれました。 

 

しかし、その成功をいつまでも引きずり、その時代が変わった後もソニー

はブラウン管の時代がまだまだ続くと盲信し、結局、液晶テレビ vsプラズ

マテレビの戦争を引き起こします。その結果はみなさんご承知の通りで

す。 

 

コーチング理論的に考えれば、強烈な成功体験が強力なスコトーマを生

み出した典型例だと言えるでしょう。 

 

そして本質的には日本の凋落も「トリニトロン事件」と同じで、歴史的稀に

みる高度成長という大成功体験が強烈なスコトーマを生み、平成に入った

後も昭和を引きずり続けたことが原因で、どんどん衰退していく流れにな

ったのだと思います。 

 

時代にも潮目があり、昭和ではベストマッチなことでも、時代が変わればダ

メになってしまうという俺たちの教訓ではないでしょうか？ 

 

もちろん、こうしたことは結果論であり、後から色々言うこと自体にあまり意

味はありません。しかし、俺たちはこうした歴史から学ぶことで、より良い未

来を創っていくことができるはずです。 

 

今回のセミナーの枠組みで言えば、平成まで引きずり続けた時代遅れな

昭和の働き方とは、我慢を続け、ガムシャラに働くこと。もう少し大きな枠組
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みでは、ルールやロジックに偏りすぎて、アートの要素を忘れてしまったこ

とにあります。 

 

 

アートを取り戻せ！ 

 

昭和マインドを一言で説明すると、いい学校に入り、いい企業に勤め、我

慢をしながら定年まで勤め上げる、でしょう。 

 

女性の場合、自分は我慢するよき妻。子育てと家事を頑張ってする。欲し

い物があっても節約などでしょうか。 

 

個人的に強く思うことは、「自分は我慢するよき妻マインド」ですが、こうい

う発想は、女は黙って男の３歩後を歩けといった男尊女卑的ブリーフから

来ていると思います。要するに男が作り出した価値観だと思うのです。 

 

つまり、昭和の働き方というのは、「女は男の３歩後を黙って歩け」という枠

組みと同じで「社員は会社の命令に黙って従え」にスライドしただけと言え

るでしょう。 

 

「嫌だけど仕事だから仕方がない」 

 

あなたはこんなことを思ったことはありませんか？ 

 

嫌だと思うけど、仕事だからやらなければいけない。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

 

 

それこそが「社員は会社の命令に黙って従えマインド」による洗脳効果で、

人を強制的に動かせる原動力にもなっています。 

 

それではなぜ、嫌なのにやらなければいけないのか？ 
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それは、おそらく多くの場合、「お金を貰っているから」という回答に近くな

るのではないか？ と思います。 

 

つまり、「お金を貰う＝我慢すること」というよく意味が分からない方程式が

成り立っているわけです。 

 

昔からよく言いますよね？ 

 

「額に汗して働きなさい」と。 

 

これは真面目にコツコツと頑張れば、カメでもウサギに勝てますよ、という

内容が含まれていると思うのですが、そもそも、カメが陸でウサギに走りで

勝とうとするのがアホなのです 

 

こうした事象は、数年前に発表され世界に衝撃を与えたトマ・ピケティの

「２１世紀の資本論」に書かれた通り、額に汗してコツコツ働く人よりも、す

でに資本を手にしている人たちの富が飛躍的に伸びていくことが分かっ

ています。そしてその二極化がさらに開いてきていることは、あなたもご存

知の通りでしょう。 

 

俺が言いたいことはこうです。 

 

「カメであれば水の中でウサギと勝負すればいい」 

 

ただこれだけ。 

 

新しい時代に必要なことは、ルールやロジックではなくアートの部分にある

と思います。カメであれば陸から水中に移動すれば楽勝になるように、そ

もそも戦っている場所を変えた方が遥かに早く進むことができます。 
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会社に行けば就業規則というものがあり、副業を禁止や、社内恋愛まで禁

止している会社も平気であります。なぜ禁止されなければいけないのかよ

く分かりませんが、細かなルールを数えればキリがなく、まさしくルールや

ロジックで雁字搦めにされている『その場所』は、果たしてカメにとっての

水中なのでしょうか？ 

 

新時代の働き方 

 

よくビジネス書などでは、たとえ嫌な仕事であったとしても、その中でいい

所や好きな部分を見つけましょう、そしてそれを一生懸命してみましょう、

ということが言われています。 

 

このアドバイスの本質は、たとえ嫌な仕事だとしても、好きな所を見つけ我

慢して働き続けましょう、ということがあると思います。 

 

俺はコーチングを学ぶ理由は、「今よりハッピーになるためである」と言い

続けてきました。 

 

これは今より不幸になるためにわざわざコーチングを学ぶ人はいないし、

またこんな文字だらけの PDF ファイルも好き好んで読まないと思うからで

す。 

 

今よりハッピーになるということは、つまりは実際にリアルを変えるというこ

と。 

 

今回のセミナーであれば、そのリアルを変える場所は「仕事」であり「働き

方」そのものです。 

 

新しい時代の働き方として俺が真っ先に伝えていることは、 

 

とにかく、 
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『我慢や努力がないこと』 

 

こと。 

 

そして「仕事という感覚がないこと」です。 

 

仕事という感覚がないということは、仕事とプライベートを分けるという感覚

もないし、仕事と休みの日という感覚もありません。もちろん、５時から男で

ある必要はないし、当然、我慢や努力ということも必要ありません。 

 

つまり、ひたすら好きなことに没頭している状態です。 

 

そんなことありえるか？と思われるかもしれませんが、分かりやすいところ

で言えば、YouTuberが新時代の働き方の１つとして挙げられます。 

 

彼ら彼女たちは、おそらく仕事をしているという感覚はないはずですし、た

だ好きなことをしていたら勝手にファンがついて、お金まで（人によっては

何十億円）も稼げてしまっているわけです。 

 

今の時代（＝新時代）には YouTuber といった仕事という感覚すらない仕

事がまだまだ広がってきます。 

 

もちろん、今回のセミナーで YouTuberになりましょう！ということは言わな

いので安心してください（笑）。 

 

これからの時代は、仕事という感覚がない人と、毎日同じ仕事を嫌々続け

る人との巨大な二極化が明確に起こります。そして後者の人たちは嫌々

働き、大きなストレスを抱えているのにも関わらず、サラリーは非常に低い

という状態になるでしょう。（年収ベースで言えば２００万円以下） 

 

こうした兆候はすでにいくつも出ていますよね？ 



 9 

それに対して前者の人たちは、好きなことに没頭しながら、自由な時間も

沢山あるにも関わらず、年収は世界のトップ３%に入るくらい楽々と稼ぐこと

ができます。 

 

つまり、これが今回のセミナーのゴールである、『自由とお金と楽しさ』を同

時に手にいれる新時代の働き方です。 

 

俺の場合、すでに仕事という感覚はなく、ずっと好きなことしかしていませ

ん。今では大好きな沖縄にも住んでいて、昨年１１月から沖縄、ハワイ、沖

縄とずっと暖かい所で自由にやっています。ちなみに、この文章も沖縄の

綺麗な海を見ながら書いています。 

 

今回のセミナーでは、なぜそうしたことができるのか？ということも話す予

定なので楽しみにしていてください。 

 

 

新時代のマインドセット 

 

自己啓発業界では「マインドセット」という言葉を比較的耳にすることがあり

ます。  

 

マインドセットは一般的に経験や教育、生まれ持った性質などから形成さ

れるものの見方や考え方を指す言葉とされています。特に大切なポイント

はマインドセットが物事の判断基準にそのまま直結するということ。 

 

大ベストセラーの「７つの習慣」では、成功者が共通して持っていた「習慣」

を学ぶことができます。つまり、成功者はこの７つの習慣を持っていました。

だからあなたもこの７つの習慣を身につければ成功できますよ？ という

内容なわけです。 

 

一見、「それはすごい！ 私も成功できそうだ！」と感じますが、実はここに
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大きなスコトーマが隠されています。 

 

それは習慣とは行動の反復から無意識レベルまで落とし込んだ状態のこ

とを指し、その行動はマインドセットが起因している事実です。 

 

分かりやすく順番でお伝えすると、マインドセットがはじめにあり、そのマイ

ンドセットに基づく行動を取るようになり、その行動の反復こそが習慣にな

るわけです。 

 

つまり、成功者が身につけている習慣だけ
、、、、

を真似してもあまり意味がない

ということ。実際に７つの習慣を読んで成功したという話をほとんど聞いた

ことがないのはこのためです。 

 

例えば、イチロー選手を例にすると、毎朝カレーを食べ、試合前にはプリ

ショット・ルーティーンと呼ばれる集中力を高める習慣があります。だから、

あなたも毎朝カレーを食べて集中力を高めるプリショット・ルーティーンを

すればイチロー選手になれますよ？ と言われてもほとんどの場合、イチ

ロー選手にはなれないでしょう。 

 

これが習慣だけを真似てもあまり意味がないという理由です。 

 

もっと言ってしまえば、成功者に共通した習慣なんて探そうと思えばいくら

でも見つかります。例えば、成功者１００人の共通点は「寝る前に歯を磨く

ことでした」「さらになんと朝起きた時には顔を洗う習慣があります」と言わ

れても、それで成功することは難しいでしょう。 

 

俺が今回のセミナーでお伝えしたいことは、習慣のコアであり、全ての判

断基準のコアとなっている『新しい時代のマインドセット』をお伝えすること

です。 

 

まずマインドセットが先あり、それが基軸となって、行動や判断基準になる。

そしてその行動を反復させることで習慣になるというメカニズムをセミナー
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前に覚えて貰えればと思います。 

 

もちろん、セミナーに来られない方にとっても役に立つ知識なので覚えて

貰っていて損はないでしょう。セミナーではこのメカニズムを基本として

様々なことをお伝えしていこうと考えています。 

 

つまり、成功者とは『成功する習慣を身につけている』ということ。 

 

世の中にはなぜかドンドンお金を稼いだり、ビジネスを大きくさせていく人

がいますが、それは成功するマインドセットを身につけているのが原因で

す。 

 

アリストテレスの提言 

 

これまで俺のメルマガや youtube ライブで、これからの時代はあらゆるフィ

ールドで二極化が進むようになると話してきました。 

 

これはつまり、 

 

「毎日が同じことの繰り返しのルーティン人生か、毎日楽しくて新しいこと

にチャレンジし続ける楽しい人生」 

 

に分かれるということです。 

 

表面的には前者にはリスクがなく安定していて、後者にはリスクがあり不安

定というようにも見えますが、もちろんそれは真実ではありません。 

 

なぜなら、今は新しい時代が始まったばかりで、特にうねりが激しい時期

なので逆に安定させる方が難しい時代だからです。 

 

安心だと思っていた船（会社）が急に転覆するということもまだまだ起こっ
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てくるでしょう。 

 

つまり安定しているように見えて、気づいた時には土俵際に追い込まれて

いる、下手をすると土俵の外に追い出されていることが平気で起こる時代

なわけです。 

 

分かりやすい所で言えば、年金をあてに人生設計をしていたら、急に年

金が貰えなくなったなど、定年後に路頭に迷うことが大規模な形で起こる

可能性も十分にありえます。 

 

もう少し根本的な話をすれば、将来は誰にも分からないため、いくら計画

を立てたとしても絶対に不安がなくなることはありません。 

 

例えば、定年後に必要なお金は夫婦二人で約９４００万円と言われていま

すが、それを目標に４０歳までに２０００万円貯めよう、５０歳までに３０００万

円貯めようと計画をしたとしても、絶対に不安はなくなりません。 

たとえ５０歳の時点で１億円を貯めていたとしても、将来は誰にも分からな

いため、不安がなくなることはありません。なぜなら大病を患うかもしれな

いし、事故に合うかもしれない、大地震が来るかもしれない、などなど不安

がなくなることは決してないからです。 

 

また、これと同じように、どれだけ綿密に計画を立てたとしても、確実にそ

の通りに進めるという保証は絶対にないので、これまた不安は尽きることは

ありません。 

 

こうした生き方を２３００年前の知の巨人アリストテレスは「キーネーシス的

行為」と名ずけ、こうしたマインドはさらに不安を呼び込む生き方であるとし

ています。 

 

こうしたことを２３００年も前に予言していたわけですから、流石！知の巨人

と言わざるを得ません。 

 



 13 

新時代でどうやって独立起業して行くのか？ 

 

以前、「２４時間戦えますか？」というスタミナ飲料のCMがありましたが、今、

では時代錯誤もいいところです。またサザエさん症候群なんて、まさしく昭

和の産物でしょう。 

 

新しい時代では、戦わない人が勝つ時代ですし、仕事とプライベートの区

分けすらない人がドンドン成功していきます。なぜそうなるのか？ということ

はセミナーで詳しく話します。 

 

少なくても俺の場合、いろいろなビジネスを展開していますが、全く戦って

いませんし、競争もしていません。ビジネスに必須と言われてきたマーケ

ティングすら必要のない時代になってきました。 

 

今回のセミナーでお伝えする新時代のビジネスとは、競争不要、マーケテ

ィングなにそれ、で大丈夫です。 

 

まさしく、時間とお金と楽しさを全て手に入れてしまう内容です。 

 

 

セミナーの全体像 

 

ここまでお伝えしてきた通り、いかにして 

 

『昭和の働き方から新時代の働き方へパラダイムシフトさせようか？』 

 

ということ。 

 

まず昭和の働き方とは、「拘束、不自由、我慢」が３点セットになっていて、

基本的に毎日同じような仕事の繰り返しであると定義しました。 
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それに対して新時代の働き方とは、「自由、お金、楽しい」が３点セットにな

っていて、さらに「仕事だと認識しないもの」であると定義しています。 

 

つまり、ひたすら好きなことに没頭し、それが価値を生み、大きな収入にな

っていきます。 

 

「そんなことはあり得ないでしょ？」と思われる方もいるかもしれませんが、

何も、『楽して、誰でも、一瞬で、秘伝の』といったお花畑系のメルヘン的

内容をお伝えしたいわけではありません。 

 

どちらかと言えば、現実を見据えた上で、考え方や価値観を根底から変

えてしまう『マインドセット』をお伝えする内容となります。 

 

特に今回のセミナーでは、以前の俺のように「今の仕事が嫌だけど、何を

していいか分からない」もしくは、「働き方をそろそろ次のステージに進め

たい」という方の力になりたいと思っています。 

 

セミナーの構成としては、新時代の働き方にパラダイムシフトさせるために

必要な７つのマインドセットをお伝えします。 

 

先ほども話した通り、マインドが先に出来上がると、インプットや情報処理、

その都度その都度の小さな判断や大きな判断までほぼ全てが変わってき

ます。 

 

成功者は成功するマインドが先にセットされていて、それに基づいた情報

処理が行われ、そして行動が変わり、習慣が変わります。その習慣の総体

として目に見える形になったものを人は「成功」と呼んでいるのです。 

 

今回のセミナーでは、この原理原則に従って全てを構成しました。 

 

まずはマインドを変えることを目的にしたセミナーであり、その結果としてリ
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アルも大きく変えていこうという内容です。 

 

もう少し具体的に説明すると、セミナー本編で、まずは『新しい時代』につ

いてお話をします。これから、かなりユニークな時代になっていくので、そ

れをいち早くお伝えするためです。また、５年ぶりに新年にセミナーを開

催するのもあなたに早くお伝えしたいと思ったのが理由です。 

 

新しい時代について理解を深めて貰った後に、昭和の働き方を卒業して

新時代の働き方を具現化させる『７つのマインドセット』をお伝えいたしま

す。 

 

ちなみに、『７つのマインドセット』と言っても、７つ全てを使わないといけな

いということではありません。７つのうち、たった１つだけでも新時代の働き

方にパラダイムシフトさせることは可能です。７つにした理由としては、あな

たにマッチしたマインドを選んで貰うためです。やはり、人それぞれ個性が

あり、得意・不得意があるので、１つではなく全ての人を対象とする形で７

つをご用意した次第です。 

 

今回のセミナーでお伝えすることをきっちり取り組んで貰えれば、絶対とは

言えないまでも、かなり高い確率で「自由とお金と楽しさ」を一気に手にす

ることができるでしょう。 

 

少しクドイようですが、『楽して、誰でも、一瞬で、秘伝の』といったアホを対

象にしたセミナーではないので悪しからず。 

 

あくまでも CE は再現性を重んじ、実際にリアルを変えていく実践派グル

ープだということです。 

 

なんだか脅すようなことも言いましたが、ここに書かれている文章をここま

で読まれている読解力があれば、セミナー参加資格は充分にあることをお

約束いたします。 

あなたがコーチングを学ぶ理由は「今よりハッピーになること」なので、ぜ
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ひ実践の場としても活用していただければと思います。 

 

 

 

【セミナー詳細】 

 

 今回のセミナーは２つコースを用意しました。それぞれ説明します。 

 

【通常コース】 

 

これは通常のコースとなり、セミナー動画で学んでいただけます。 

 

・ 新しい時代の特徴と今後大きくなっていく価値観の流れ 

・ コーチング３．０時代におけるビジネスの考え方 

・ 使えるコーチング理論３．０   

・ 年収３０００万円を超えるプロコーチになるために（補足講座） 

・ 新時代のリーダー論 

・ 「自由」と「お金」と「楽しさ」を同時に手に入れる７つマインドセット  

・ 新時代のマネタイズ概論 

 

 

などなどを、話していきます。 

 

一応、強調しておきたいことは過去の成功事例や成功法則をお伝えする

のではなく、新しい時代にふさわしい未来側の法則を創る気概で開催しま

す。 

 

もちろん過去の成功法則も大切ですが、俺たちにより必要になるのは、新

時代の成功法則だと捉えています。逆説的に言えば、その法則を新年の

早い段階でお伝えすることに意味があると思っています。（今の所、しばら

くの間はセミナーをするつもりもありません。） 
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【二人三脚コース】 

 

こちらは通常コースに加え、内山の個別サポートが付きます。 

 

このコースは内山をコンサルタントとして招き入れ、１対１の個人コンサル

（基本的に zoom）を計６回受けることができるというものです。 

 

６回と書きましたが、厳密に１ヶ月に１度である必要はなく、進捗や希望に

応じて行います。（例えば６ヶ月連続や３ヶ月空けることも可） 

 

飲食店などの実店舗型ビジネスを考えている方の場合は、実際にその店

舗を一緒に見に行くことも可能です。寿司店もしているので一定以上のお

手伝いやアドバスはできます。（ただし遠方の場合は応相談） 

 

またコンサルタントと書いた理由は、ビジネスを成功させることに特化した

コーチングになるからです。コーチングとは違い、より具体的な相談にも乗

ろうと思っています。 

 

一応、プロコーチを目指されている方であれば、現状把握と必要だと思わ

れる全てのことをお伝え致します。ご自身の現状を客観的に把握したり、

進捗を実感するためにご利用ください。 

 

こちらのコースは１００万円（税込）です。 

 

このコースを設定した最大の理由は、あなたのビジネスを確実にそしてス

ムーズに実現させることを目的としています。ぜひ、自由と収入とハッピー

を確実に手に入れてください。 
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最後に・・・ 

 

今回のセミナーは、昭和の価値観（＝いい大学に入り、いい企業に就職し、

定年まで働く）を採用し続けている人ほど、どんどん辛い人生になってい

きます。そうした無理をして頑張っている人の力になるために開催するも

のです。 

 

まずはあなたが今いる場所を正確に知り、新しい時代の価値観をインスト

ールして、人生の自由度と幸福度を高めていく。 

 

まずはこれが第一優先。 

 

ちなみに、これは知識がないものは見えないというスコトーマの原理原則

にも基づいています。 

 

もちろん、このセミナーで「勝つまでやるんだ！」みたいな根性論を言いた

いわけでもありません。 

 

今後の生き方に直接関わる非常に大切な内容をお伝えしますが、以前の

私のようにサラリーマンをしながら苦しんでいる人や、これからの人生をど

うしていいか分からないといった方のお役に立てれば幸いです。 

 

よし、一丁、参加してみるか？ という方は下記のフォームから申し込んで

ください。 

 

 

 

 

 
 

 

https://c-efficacy.com/checkout/?add-to-cart=1165
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それでは、長々とありがとうございました！ 

 

会場でお会いすることを楽しみにしています。 

 

 

 

 


