
森 智寛の⼈物像

⾃分が熱中したこと

家族のお⾦関係を整理する時

⾒えない不安から明るい希望に変わる気がするから熱中する

数字の計算が好きだから熱中する

あとこれだけ頑張れば良いという指標がわかるから熱中する

ゲーム感覚になっているから熱中する

事業を成⻑させる

⽣活費を稼ぐ必要があるから熱中する

⾃分のなりたい将来像があるから熱中する

⽬の前に課題があるからひたすら解決するために熱中する

暇が嫌いだからいつのまにかビジネスのことを考えて熱中する

投資を考える時

将来のためにやらないといけないので熱中する

数字を⾒ることが好きだから熱中する

今の状態に安⼼するための解決策として熱中する

これだと思う主観的な衝動

気になることはすぐに解決したいと熱中する

周りが⾒えなくなってしまってとにかくこれをやるぞ！となってしまい熱中する興味があるものは早急に解決したい

⾃分が得意なこと

作業効率化

とにかくサボりたいからとツールなどを活⽤することが得意

こうした⽅が良いという仮設を建てることが得意

PCスキル

とにかくサボりたいからとツールなどを活⽤することが得意

早く作業を終わらせたいから得意

タイピングなぜゲームで頑張って早くなったから得意

⼈の配慮（物を売ること）なぜ

性格が悪いので⽳が分かるから得意

⼈がこれをすることによってどう考えるかが分かるから得意

⼈からどう⾒られるか考える事なぜ性格が悪く、⼈の⽳が分かるから得意

短期で⽬標を追えることなぜ

⽬標が短期的⽬線の⽅が今は⼤きいから得意

営業で1年周期だったということもあって得意

ブラッシュアップなぜ

もっと良くなるにはと考えることが出来るから得意

いつも何か作業をしていても考えることができるから得意

苦⼿な事

⻑期な⽬線で⾒られない⻑期的な⽬線で⾒たいけど、どうしてもだれてしまうので苦⼿

事務⽤作業時間の無駄だと思ってしまって苦⼿

細かい作業

そこに時間を使いたくないと思ってしまって苦⼿

⽬的に向かって⼀直線に進みたいから苦⼿

コミュニケーション

相⼿の気持ちを汲み取ることが⾯倒だから苦⼿

そこまでして仲良くなろうとは思わないから苦⼿

商品を買ってもらった時に他⼈に本⼼でお礼が⾔えない

本当に感謝されているかがわからないから苦⼿

本当に認めてくれているのかどうかがわからないから苦⼿

⼈混み

⾃分の存在がちっぽけになる気がして苦⼿

⼈の視線が気になってしまうことが苦⼿

座学腰が痛くなってしまうから苦⼿

勉強得意な分野は⼤丈夫だけど、興味のない分野はとっても苦⼿

ガツガツ来る⼈

距離感を⼀気に近づけようとしてくるようで苦⼿

最初の壁が⾃分は厚くて それを破ろうとするやつが苦⼿

できること

営業6年間ちかく営業をしてきたので 割と出来る

数字

数字がゲームの様な感覚で扱えるので出来る

細かい数字⽬標とかを出すことが出来る

０→１

養鶏を０から1にできたので出来る

慎重な正確なのでリスクを下げながら出来る

脱サラしたい⼈の相談⾃分が脱サラしているので出来る

韓国語韓国に留学していたので出来る

改善

いつももっと良くなる⽅法を考えることが出来るので改善が出来る

より早くおわってサボろうと考えるから 改善が出来る

効率化より早く終わってサボろうと考えるから効率化が出来る

できないこと

⾝内への感謝恥ずかしくて⾔うことが出来ない

本⼼でのGIVE

まだGiveができるような⼼や経済の余裕がないと思ってしまって出来ない

Giveをした時に⾒返りを求めてしまって出来ない

納得できない時⼼の底から腑に落ちないと納得が出来ない

嫌いな⼈とうまく付き合うこと

顔に出てしまって付き合うことが出来ない

嫌いな⼈と関わりたくないと思って出来ない

悔しかったこと

契約を切られた時

⾃分の存在を否定されたような気がして悔しかった

ノルマや売上がなくなってしまうことが悔しかった

⾃分が相⼿とうまく付き合えなかったという⾃信がなくなることが悔しかった

他の⼈が活躍すること

その⼈が世間に認められるような気がして悔しかった

⾃分よりもフォーカスされているようで悔しかった

全部売りきれなかった時

認められていないようで悔しかった

⾃分が想定していた仮設があたっていないようで悔しかった

どういった⼈に受け⼊れられてきた

⾃分のストーリーに共感してくれた⼈応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

頑張っている⼈を応援している⼈応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

新しい事に挑戦している⼈応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

新しい⼈を受け⼊れられる⼈応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

真剣に⽣きている⼈

応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

どういった⼈に受け⼊れられなかった

サラリーマン家庭応援しようとかそういう概念がない⼈には受け⼊れられなかった

↑ の⼈の反対の⼈

性格がそもそも合わない⼈応援しようとかそういう概念がない⼈には受け⼊れられなかった

性格HSPHSS型HSP診断125点中96

嬉しいと感じる時

⼦どもとご飯を⾷べている時 なぜ

可愛い顔を⾒ることが嬉しいから

楽しそうに⾷事しているのが嬉しいから

みんなが笑っているのが嬉しいから

⼦どもの成⻑を⾒られることが嬉しいから

商品が売れた時 なぜ

検証があたったと感じて嬉しい

認められた感じがして嬉しい 承認欲求

疑問や謎が解けた時 なぜ 知らないことを知ることが出来て嬉しい

引きが良い時 なぜ 運を持っている気がして嬉しい

何かに当たった時 なぜ ラッキーな気分になれて嬉しい

欲しい物が⼿に⼊った時 なぜ

我慢してやっと⼿に⼊ったから嬉しい

所有欲が満たされて嬉しい

⼈に褒められた時 なぜ

認められた気がして嬉しい

⾃分も成功したんだなって思えて嬉しい

⼈に何かGIVEシた時 なぜ

Giveをした後に嬉しい報告があって嬉しい

⾃分が助けた結果少しでも感謝されるととても嬉しい

⼈を論破した時 なぜ

Giveをした後に嬉しい報告があって嬉しい

⾃分が助けた結果少しでも感謝されるととても嬉しい

トライアンドエラーした時 なぜ

検証があたって嬉しい

⾃分に実⼒が着いたと思えて嬉しい

楽しいと感じる時

お酒を飲む時 なぜ

気持ちが楽になる

楽観的になる

⽐較的前向きになれる

⼦供といる時 なぜ

可愛いから楽しい

必要とされているから楽しい

成⻑していることを実感できて楽しい

妻といる時 なぜ

安⼼する

⼀緒に⾊々な思い出が作られると思えて楽しい

⼤学とかの思い出も⼀緒に振り返られて楽しい

⼀緒にいるだけで楽しい

誰かと有意義な話をする時 なぜ

前向きになれるから楽しい

その⼈の背景とか考え⽅を知ることが出来て楽しい

負けないぞと思うことが出来て楽しい

改めて 今の状況に感謝できることが楽しい

ポンポンと品物が売れる時 なぜ

認められた気がして楽しい

⾃分の仮設があたって楽しい

安⼼できると思えて楽しい

商品が⾜りないって⾃慢が出来て楽しい

でかけている時 なぜ

⼦どもや家族との時間が楽しい なぜ 気を使うことなく、ありのまま過ごすことが出来るから楽しい

写真とかを撮って振り返ったりすることが楽しい

youtubeを⾒る時 なぜ 過去にいた場所を⾒ることが楽しい 楽しい思い出が蘇るイメージ？

BBQしている時 なぜ お酒を飲みながら話せて楽しい

ドッキリをしている時 なぜ

⼈が喜んでくれるかなーと思えて嬉しい

喜ぶ顔を想像することが楽しい

笑わせた時 なぜ

肯定してくれているようで楽しい

笑顔になってくれることが楽しい

好きものは何？

酒 時間や苦痛を忘れられるから

⼦

可愛いから

⾃分の⼦どもだから

妻

可愛いから

⼀⽣⼀緒にいるパートナーだから

仲間 切磋琢磨できるから好き

鶏

⾷べている姿が好き

美味しいから好き

動物 愛情を注げば絶対返してくれるから好き

⿂

美味しいから好き

⿂釣りが好き

思い出

楽しい記憶になってくれるから

⾃分を幸せな時間にしてくれるから好き

BUMP ⾳楽で癒やされるから好き

良質な本

⾃分の考えがまとまるから好き

新しい知識を得ることが出来て好き

モチベーションを上げてくれて好き

ブラッシュアップに役⽴つから好き

バイク

カッコよくて好き

爽快感が好き

温泉 ⾵呂に⼊ったあとの皆が待っている空間が好き

⾦

好きなものが買えるから好き

時間を買うことが出来るから好き

嫌いなものは何？

無駄 時間がもったいないと思う

意識⾼いアピール系

軸がないから嫌い

結局やらないから嫌い

グチグチマイナスオーラ

⾃分にまでマイナスのオーラが出てしまうから嫌い

⾃分もそのキャラだったけど今はなんとか克服出来たから⾒ていて嫌い

⾮効率 時間がもったいない

納得しない仕事

頭に⼊らないから嫌い

⼼の底からやろうと思わないから嫌い

⾃分が⼼地良いと感じる時

コーヒを飲みながら良書を読む

安⼼感があって⼼地が良い

そういう雰囲気が良いと世間では思われているからそれに乗せられていて⼼地が良い

お酒を飲みながら家族で団らんすること

幸せな時間を過ごしていると実感できて⼼地が良い

不安や悩みが⼀旦⾶んでしまうので⼼地が良い

⼦どもたちの可愛い姿をみることが出来て⼼地が良い

鶏舎でリラックス

鶏の声や⾷べている姿を⾒ると⽣き物って単純なんだなと思えて⼼地が良い

疲れた体がすっと楽になるような気がして⼼地が良い

⾃然や⾳楽を聞く

⼼が晴れるような気がして⼼地が良い

悩んだり気持ちが落ち込んだ時に⾳楽を聞くと⼼地が良い

したくないこと

嫌いな⼈と付き合う

時間の無駄だからしたくない

⾃分が嫌な気持ちになってしまうのでしたくない

不必要な時間を使う

時間がもったいないのでしたくない

時間に追われるのが嫌いなのでしたくない

急に時間がとられてしまうのがとても嫌なのでしたくない

嫌な仕事

無駄 時間がもったいないのでしたくない

⾮効率 時間がもったいないのでしたくない

マイナスのオーラの⼈と付き合う事

その⼈のオーラに影響されてしまうのでしたくない

基本的に何も考えてないような⼈とは付き合いたくない

恥ずかしかったこと

イベントに出る時

周りの⼈から冷たい⽬で⾒られているような気がして恥ずかしかった

売れていない時は哀れの⽬で⾒られているようで恥ずかしかった

集団に⼊る時 ⽬⽴っていないと冷たい⽬線で⾒られているようで恥ずかしかった

世間体に影響されるもので負けた時 哀れの⽬で⾒られているような気がして恥ずかしかった

集団で話す時

良いことがちゃんと⾔えてないんじゃないかと思ってしまい、恥ずかしかった

話をしている⾃分が笑われているようで恥ずかしかった



森 智寛の⼈物像

1. 嬉しいと感じる時

1.1. ⼦どもとご飯を⾷べている時

1.1.1. なぜ

1.1.1.1. 可愛い顔を⾒ることが嬉しいから

1.1.1.2. 楽しそうに⾷事しているのが嬉しいから

1.1.1.3. みんなが笑っているのが嬉しいから

1.1.1.4. ⼦どもの成⻑を⾒られることが嬉しいから

1.2. 商品が売れた時

1.2.1. なぜ

1.2.1.1. 検証があたったと感じて嬉しい

1.2.1.2. 認められた感じがして嬉しい

1.2.1.2.1. 承認欲求

1.3. 疑問や謎が解けた時

1.3.1. なぜ

1.3.1.1. 知らないことを知ることが出来て嬉しい

1.4. 引きが良い時

1.4.1. なぜ

1.4.1.1. 運を持っている気がして嬉しい

1.5. 何かに当たった時

1.5.1. なぜ



1.5.1.1. ラッキーな気分になれて嬉しい

1.6. 欲しい物が⼿に⼊った時

1.6.1. なぜ

1.6.1.1. 我慢してやっと⼿に⼊ったから嬉しい

1.6.1.2. 所有欲が満たされて嬉しい

1.7. ⼈に褒められた時

1.7.1. なぜ

1.7.1.1. 認められた気がして嬉しい

1.7.1.2. ⾃分も成功したんだなって思えて嬉しい

1.8. ⼈に何かGIVEシた時

1.8.1. なぜ

1.8.1.1. Giveをした後に嬉しい報告があって嬉しい

1.8.1.2. ⾃分が助けた結果少しでも感謝されるととても嬉しい

1.9. ⼈を論破した時

1.9.1. なぜ

1.9.1.1. Giveをした後に嬉しい報告があって嬉しい

1.9.1.2. ⾃分が助けた結果少しでも感謝されるととても嬉しい

1.10. トライアンドエラーした時

1.10.1. なぜ

1.10.1.1. 検証があたって嬉しい

1.10.1.2. ⾃分に実⼒が着いたと思えて嬉しい



2. 楽しいと感じる時

2.1. お酒を飲む時

2.1.1. なぜ

2.1.1.1. 気持ちが楽になる

2.1.1.2. 楽観的になる

2.1.1.3. ⽐較的前向きになれる

2.2. ⼦供といる時

2.2.1. なぜ

2.2.1.1. 可愛いから楽しい

2.2.1.2. 必要とされているから楽しい

2.2.1.3. 成⻑していることを実感できて楽しい

2.3. 妻といる時

2.3.1. なぜ

2.3.1.1. 安⼼する

2.3.1.2. ⼀緒に⾊々な思い出が作られると思えて楽しい

2.3.1.3. ⼤学とかの思い出も⼀緒に振り返られて楽しい

2.3.1.4. ⼀緒にいるだけで楽しい

2.4. 誰かと有意義な話をする時

2.4.1. なぜ

2.4.1.1. 前向きになれるから楽しい

2.4.1.2. その⼈の背景とか考え⽅を知ることが出来て楽しい



2.4.1.3. 負けないぞと思うことが出来て楽しい

2.4.1.4. 改めて 今の状況に感謝できることが楽しい

2.5. ポンポンと品物が売れる時

2.5.1. なぜ

2.5.1.1. 認められた気がして楽しい

2.5.1.2. ⾃分の仮設があたって楽しい

2.5.1.3. 安⼼できると思えて楽しい

2.5.1.4. 商品が⾜りないって⾃慢が出来て楽しい

2.6. でかけている時

2.6.1. なぜ

2.6.1.1. ⼦どもや家族との時間が楽しい

2.6.1.1.1. なぜ

2.6.1.1.1.1. 気を使うことなく、ありのまま過ごすことが出来るから楽しい

2.6.1.2. 写真とかを撮って振り返ったりすることが楽しい

2.7. youtubeを⾒る時

2.7.1. なぜ

2.7.1.1. 過去にいた場所を⾒ることが楽しい

2.7.1.1.1. 楽しい思い出が蘇るイメージ？

2.8. BBQしている時

2.8.1. なぜ

2.8.1.1. お酒を飲みながら話せて楽しい



2.9. ドッキリをしている時

2.9.1. なぜ

2.9.1.1. ⼈が喜んでくれるかなーと思えて嬉しい

2.9.1.2. 喜ぶ顔を想像することが楽しい

2.10. 笑わせた時

2.10.1. なぜ

2.10.1.1. 肯定してくれているようで楽しい

2.10.1.2. 笑顔になってくれることが楽しい

3. 好きものは何？

3.1. 酒

3.1.1. 時間や苦痛を忘れられるから

3.2. ⼦

3.2.1. 可愛いから

3.2.2. ⾃分の⼦どもだから

3.3. 妻

3.3.1. 可愛いから

3.3.2. ⼀⽣⼀緒にいるパートナーだから

3.4. 仲間

3.4.1. 切磋琢磨できるから好き

3.5. 鶏

3.5.1. ⾷べている姿が好き

3.5.2. 美味しいから好き



3.6. 動物

3.6.1. 愛情を注げば絶対返してくれるから好き

3.7. ⿂

3.7.1. 美味しいから好き

3.7.2. ⿂釣りが好き

3.8. 思い出

3.8.1. 楽しい記憶になってくれるから

3.8.2. ⾃分を幸せな時間にしてくれるから好き

3.9. BUMP

3.9.1. ⾳楽で癒やされるから好き

3.10. 良質な本

3.10.1. ⾃分の考えがまとまるから好き

3.10.2. 新しい知識を得ることが出来て好き

3.10.3. モチベーションを上げてくれて好き

3.10.4. ブラッシュアップに役⽴つから好き

3.11. バイク

3.11.1. カッコよくて好き

3.11.2. 爽快感が好き

3.12. 温泉

3.12.1. ⾵呂に⼊ったあとの皆が待っている空間が好き

3.13. ⾦

3.13.1. 好きなものが買えるから好き



3.13.2. 時間を買うことが出来るから好き

4. 嫌いなものは何？

4.1. 無駄

4.1.1. 時間がもったいないと思う

4.2. 意識⾼いアピール系

4.2.1. 軸がないから嫌い

4.2.2. 結局やらないから嫌い

4.3. グチグチマイナスオーラ

4.3.1. ⾃分にまでマイナスのオーラが出てしまうから嫌い

4.3.2. ⾃分もそのキャラだったけど今はなんとか克服出来たから⾒ていて嫌い

4.4. ⾮効率

4.4.1. 時間がもったいない

4.5. 納得しない仕事

4.5.1. 頭に⼊らないから嫌い

4.5.2. ⼼の底からやろうと思わないから嫌い

5. ⾃分が⼼地良いと感じる時

5.1. コーヒを飲みながら良書を読む

5.1.1. 安⼼感があって⼼地が良い

5.1.2. そういう雰囲気が良いと世間では思われているからそれに乗せられていて⼼地が良い

5.2. お酒を飲みながら家族で団らんすること

5.2.1. 幸せな時間を過ごしていると実感できて⼼地が良い

5.2.2. 不安や悩みが⼀旦⾶んでしまうので⼼地が良い



5.2.3. ⼦どもたちの可愛い姿をみることが出来て⼼地が良い

5.3. 鶏舎でリラックス

5.3.1. 鶏の声や⾷べている姿を⾒ると⽣き物って単純なんだなと思えて⼼地が良い

5.3.2. 疲れた体がすっと楽になるような気がして⼼地が良い

5.4. ⾃然や⾳楽を聞く

5.4.1. ⼼が晴れるような気がして⼼地が良い

5.4.2. 悩んだり気持ちが落ち込んだ時に⾳楽を聞くと⼼地が良い

6. したくないこと

6.1. 嫌いな⼈と付き合う

6.1.1. 時間の無駄だからしたくない

6.1.2. ⾃分が嫌な気持ちになってしまうのでしたくない

6.2. 不必要な時間を使う

6.2.1. 時間がもったいないのでしたくない

6.2.2. 時間に追われるのが嫌いなのでしたくない

6.2.3. 急に時間がとられてしまうのがとても嫌なのでしたくない

6.3. 嫌な仕事

6.3.1. 無駄

6.3.1.1. 時間がもったいないのでしたくない

6.3.2. ⾮効率

6.3.2.1. 時間がもったいないのでしたくない

6.4. マイナスのオーラの⼈と付き合う事

6.4.1. その⼈のオーラに影響されてしまうのでしたくない



6.4.2. 基本的に何も考えてないような⼈とは付き合いたくない

7. 恥ずかしかったこと

7.1. イベントに出る時

7.1.1. 周りの⼈から冷たい⽬で⾒られているような気がして恥ずかしかった

7.1.2. 売れていない時は哀れの⽬で⾒られているようで恥ずかしかった

7.2. 集団に⼊る時

7.2.1. ⽬⽴っていないと冷たい⽬線で⾒られているようで恥ずかしかった

7.3. 世間体に影響されるもので負けた時

7.3.1. 哀れの⽬で⾒られているような気がして恥ずかしかった

7.4. 集団で話す時

7.4.1. 良いことがちゃんと⾔えてないんじゃないかと思ってしまい、恥ずかしかった

7.4.2. 話をしている⾃分が笑われているようで恥ずかしかった

8. 悔しかったこと

8.1. 契約を切られた時

8.1.1. ⾃分の存在を否定されたような気がして悔しかった

8.1.2. ノルマや売上がなくなってしまうことが悔しかった

8.1.3. ⾃分が相⼿とうまく付き合えなかったという⾃信がなくなることが悔しかった

8.2. 他の⼈が活躍すること

8.2.1. その⼈が世間に認められるような気がして悔しかった

8.2.2. ⾃分よりもフォーカスされているようで悔しかった

8.3. 全部売りきれなかった時

8.3.1. 認められていないようで悔しかった



8.3.2. ⾃分が想定していた仮設があたっていないようで悔しかった

9. できないこと

9.1. ⾝内への感謝

9.1.1. 恥ずかしくて⾔うことが出来ない

9.2. 本⼼でのGIVE

9.2.1. まだGiveができるような⼼や経済の余裕がないと思ってしまって出来ない

9.2.2. Giveをした時に⾒返りを求めてしまって出来ない

9.3. 納得できない時

9.3.1. ⼼の底から腑に落ちないと納得が出来ない

9.4. 嫌いな⼈とうまく付き合うこと

9.4.1. 顔に出てしまって付き合うことが出来ない

9.4.2. 嫌いな⼈と関わりたくないと思って出来ない

10. できること

10.1. 営業

10.1.1. 6年間ちかく営業をしてきたので 割と出来る

10.2. 数字

10.2.1. 数字がゲームの様な感覚で扱えるので出来る

10.2.2. 細かい数字⽬標とかを出すことが出来る

10.3. ０→１

10.3.1. 養鶏を０から1にできたので出来る

10.3.2. 慎重な正確なのでリスクを下げながら出来る

10.4. 脱サラしたい⼈の相談



10.4.1. ⾃分が脱サラしているので出来る

10.5. 韓国語

10.5.1. 韓国に留学していたので出来る

10.6. 改善

10.6.1. いつももっと良くなる⽅法を考えることが出来るので改善が出来る

10.6.2. より早くおわってサボろうと考えるから 改善が出来る

10.7. 効率化

10.7.1. より早く終わってサボろうと考えるから効率化が出来る

11. 性格

11.1. HSP

11.1.1. HSS型HSP診断

11.1.1.1. 125点中96

12. どういった⼈に受け⼊れられてきた

12.1. ⾃分のストーリーに共感してくれた⼈

12.1.1. 応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

12.2. 頑張っている⼈を応援している⼈

12.2.1. 応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

12.3. 新しい事に挑戦している⼈

12.3.1. 応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

12.4. 新しい⼈を受け⼊れられる⼈

12.4.1. 応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

12.5. 真剣に⽣きている⼈



12.5.1. 応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

12.5.2. 応援しようと思ってくれたから受け⼊れれてきた

13. どういった⼈に受け⼊れられなかった

13.1. サラリーマン家庭

13.1.1. 応援しようとかそういう概念がない⼈には受け⼊れられなかった

13.2. ↑の⼈の反対の⼈

13.3. 性格がそもそも合わない⼈

13.3.1. 応援しようとかそういう概念がない⼈には受け⼊れられなかった

14. 苦⼿な事

14.1. ⻑期な⽬線で⾒られない

14.1.1. ⻑期的な⽬線で⾒たいけど、どうしてもだれてしまうので苦⼿

14.2. 事務⽤作業

14.2.1. 時間の無駄だと思ってしまって苦⼿

14.3. 細かい作業

14.3.1. そこに時間を使いたくないと思ってしまって苦⼿

14.3.2. ⽬的に向かって⼀直線に進みたいから苦⼿

14.4. コミュニケーション

14.4.1. 相⼿の気持ちを汲み取ることが⾯倒だから苦⼿

14.4.2. そこまでして仲良くなろうとは思わないから苦⼿

14.5. 商品を買ってもらった時に他⼈に本⼼でお礼が⾔えない

14.5.1. 本当に感謝されているかがわからないから苦⼿

14.5.2. 本当に認めてくれているのかどうかがわからないから苦⼿

14.6. ⼈混み



14.6.1. ⾃分の存在がちっぽけになる気がして苦⼿

14.6.2. ⼈の視線が気になってしまうことが苦⼿

14.7. 座学

14.7.1. 腰が痛くなってしまうから苦⼿

14.8. 勉強

14.8.1. 得意な分野は⼤丈夫だけど、興味のない分野はとっても苦⼿

14.9. ガツガツ来る⼈

14.9.1. 距離感を⼀気に近づけようとしてくるようで苦⼿

14.9.2. 最初の壁が⾃分は厚くて それを破ろうとするやつが苦⼿

15. ⾃分が得意なこと

15.1. 作業効率化

15.1.1. とにかくサボりたいからとツールなどを活⽤することが得意

15.1.2. こうした⽅が良いという仮設を建てることが得意

15.2. PCスキル

15.2.1. とにかくサボりたいからとツールなどを活⽤することが得意

15.2.2. 早く作業を終わらせたいから得意

15.3. タイピング

15.3.1. なぜ

15.3.1.1. ゲームで頑張って早くなったから得意

15.4. ⼈の配慮（物を売ること）

15.4.1. なぜ

15.4.1.1. 性格が悪いので⽳が分かるから得意



15.4.1.2. ⼈がこれをすることによってどう考えるかが分かるから得意

15.5. ⼈からどう⾒られるか考える事

15.5.1. なぜ

15.5.1.1. 性格が悪く、⼈の⽳が分かるから得意

15.6. 短期で⽬標を追えること

15.6.1. なぜ

15.6.1.1. ⽬標が短期的⽬線の⽅が今は⼤きいから得意

15.6.1.2. 営業で1年周期だったということもあって得意

15.7. ブラッシュアップ

15.7.1. なぜ

15.7.1.1. もっと良くなるにはと考えることが出来るから得意

15.7.1.2. いつも何か作業をしていても考えることができるから得意

16. ⾃分が熱中したこと

16.1. 家族のお⾦関係を整理する時

16.1.1. ⾒えない不安から明るい希望に変わる気がするから熱中する

16.1.2. 数字の計算が好きだから熱中する

16.1.3. あとこれだけ頑張れば良いという指標がわかるから熱中する

16.1.4. ゲーム感覚になっているから熱中する

16.2. 事業を成⻑させる

16.2.1. ⽣活費を稼ぐ必要があるから熱中する

16.2.2. ⾃分のなりたい将来像があるから熱中する

16.2.3. ⽬の前に課題があるからひたすら解決するために熱中する



16.2.4. 暇が嫌いだからいつのまにかビジネスのことを考えて熱中する

16.3. 投資を考える時

16.3.1. 将来のためにやらないといけないので熱中する

16.3.2. 数字を⾒ることが好きだから熱中する

16.3.3. 今の状態に安⼼するための解決策として熱中する

16.4. これだと思う主観的な衝動

16.4.1. 気になることはすぐに解決したいと熱中する

16.4.2. 周りが⾒えなくなってしまってとにかくこれをやるぞ！となってしまい熱中する

16.4.2.1. 興味があるものは早急に解決したい


