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株式会社アクエリアス・ナビ 

壁の乗り越え方は、コツさえつかめば簡単です。 

ご自由にお持ちください。 
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After 画像は P.21 で見られます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

カズコさんは元々、毎日 

楽しく暮らしていました。周りの人の愛を受けながら、太陽の

ような笑顔を振りまいていました。何かに悩むこともあんまり

なく、一晩眠ればまた楽しい毎日が始まります。 

しかし･･･。これはカズコさんが自分の本当の望みに目覚める

前の話です。 

目覚めた後、カズコさんはどうなったでしょうか？ 

知りたくありませんか？ 

衝撃のAfter 画像は、P.21 で！お楽しみに♪ 
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世界で一番大切なあなたが、生きる目的を持って送る日常を手

に入れませんか？ 

 

人生には折り返し地点があります。今までのやり方にふと疑問

がわいた、あるいは自分が本当にほしいと願うものが手に入っ

ていないと感じるときがあることと思います。 

 

人とはときどき迷うもの。なぜなら、自分の成長や進化の過程

で、望むものも少しずつ変わってくるからです。 

 

そんなときこそ、今までにないものをつかむチャンス！ 

この本がヒントとなりましたら幸いです。 
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れなりに仕事は充実しているし、人間関係にもま

あ恵まれている。お金もまあ困らない程度にはあ

る。趣味もそこそこ楽しんでいるし、まあ幸せ。    

だけど･･･このままでいいのだろうか？ 

 

本当は、自分はこんなものではないのでは？ 

どこかに、何か自分がもっと夢中にな

れるものがあるはず。 

その「何か」が見つかれば、もっとも

っと一点集中できそうな気がする。 

だけど･･･。 

 

その「何か」は、なんだかはっきりしない。 

どうしたらいいのだろう。考え続けるのもなんだか面倒になっ

て、そのうち考えること自体やめてしまった。 

 

今度こそ夢中になれそうと思ったものがあったのに、いざ踏み

出してみたらまた迷ってしまうこと、何度繰り返しただろう。 

 

そ 
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し進むと、またモヤモヤとした不安が出てきて、

行動が止まり、そして軸がブレる。 

 

自分軸ってなんだろう。 

 

･･･思考の迷路に迷い込んだよう。ところで、 

 

「私、何がやりたかったんだっけ？」 

 

･･･あれ？目的地を見失った？ 

見渡してみれば、いろんなものが中途半端になっている。この

不完全燃焼な感じ、いい加減どうにかしたい！！ 

*** 

こんな思いを感じている、そこのアナタ！ 

 

ご安心ください。 

この本は、そんなあなたのお役に立てる本 

です(^-^) 

 

少 
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人生をつくり出しているのは誰？ 

 

分の人生の目的がわからず、どう生きていいかわ

からない人のために、それを見いだすための方法

をナビゲートします。 

 

人生をつくり出しているのは他でもないあなたですから、あな

たには必ず人生の目的があります。人生の目的を達成するため

の道筋がつくられ、人生の目的に目覚める方法があるのです。 

  

自 
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あなたにも人生の目的がある 

 

の世界はあなたの思考が現実化しています。あなたの

世界は、あなたの思考が 100％つくったもの。とい

うことは、あなたはこの世界の主人。人生の目的を達

成するために、ベストな環境で生まれ、必要な材料をすべて持

っているはずなのです。 

 

世界の主人である自分が、自分の意志と無関係に偶然に生まれ

てしまったり、男になりたかったのに女に生まれてしまったり、

などという失敗をすることもありません。 

 

誰もが、自分の人生を思いきり価値あるものにしたいと願い、

そしてそれを達成する能力を持って生まれています。 

 

人生の目的がわからないと感じるのなら、それは、まだ見えて

いないだけです。もう遅いとか、早過ぎるということはありま

せん。  

こ 
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すべてはあなたの思考が現実化している 

 

なたの人生はいつでもあなたの思考が現実化して

つくられていますが、「いつでも」とはなかなか思

えないものでしょう。 

 

私たちの意識には、今自分が認識している表層意識（全体のた

った 5％）と、心の奥にあって自分では自覚できない深層意識

（全体の 95％を占める！）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

思考が現実化する、という言葉を聞いたことはありませんか？

ここで言う「思考」とは、表層意識だけではなく、深層意識の

考えも含みます。 

あ 

深層意識 95％ 

表層意識 5％ 
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自覚できる表層意識で「○○したい」と考えても、自覚できな

い深層意識で「○○したくない」と考えているとしたら、どう

なるでしょう。 

 

5 対 95 です。そこには圧倒的な力の差があります。だから「○

○したい」と願うなら、表層意識も深層意識も、同じ 1 つの

方向を向いていなければなりません。リーダーシップを取るの

は表層意識です。表層意識に強い意志がなければ、現実を望み

通りにつくり上げることはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

表層意識が強い意志を持っていないとどうなるでしょう？表

層意識が何かを望んでも、深層意識が表層意識の望みに従わな

いため、なかなか現実が進まないでしょう。 

 

人生の成功者は、みんな強い意志を持っています。「自分は絶

対に○○する！」と言い切れる強さを持っています。しかし、 
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成功しない人は、自分の思考に方向性を与え

ることさえイヤなのです。試しに、「絶対○

○する！」と言ってみましょう。 

 

どんな気がしますか？なんとなく不安にな

りませんか？ 

 

「でも･･･」「いや、しかし･･･」などと言い訳を続けて、見な

いフリをする癖がつくと、世の中は自分ではどうにもならない

ことばかりのように感じるようになるでしょう。 

 

そして、「上司は自分を評価して

くれるだろうか？」「この仕事は

うまくいくだろうか？」と、自分

ではなく外側にお伺いを立てる

のです。 

 

 

外側に自分の人生の主導権を与えるのではなく、「絶対にこの

仕事を成功させる！」という強い意志をもつことによって、あ

なたの人生は思い通りに動くようになるのです。 

 



11 

 

 

心の中に迷いがあるとき 

 

「起業したい、でも･･･」「あれを学びたい、でも･･･」など、

心の中に迷いがあるとき、どんな状況になるでしょうか。 

 

そんなときには、まわりに「やってみたら？」

「あれはいいよ」という人と、「それはやめ

とけ」「あれは良くない」という人と、必ず

両者が視界に現れます。 

 

もしあなたが、「あの人にこう言われ  

た」 「この人にはこう言われた」と  

言ってさらに迷ってしまうならば、  

それこそが人のせいにして自分で決   

定することを放棄している態度だと   

気づきましょう。 

 

そんなとき、誰の言うことが正しいのかを考えるのは無駄な時

間です。まわりが許可をくれない、まわりのせいでトラブルが 
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発生してしまった、など、ものごとがスムーズに進まない場合、

結局は自分が決定するという責任を取らず、意志がブレている

ことがその問題を引き起こしているのです。 

 

強い意志を持っている人は、つぎのような言葉を使いません。 

 

「今日、飛行機で札幌に行って、15 時から

の会議で仕事の交渉をする予定だけど、もし

かすると飛行機が遅れて会議に間に合わな

いかもしれない」 

 

「仕事を続けたいけれど、健康上の問題で   

やめざるを得ないかもしれない」 

 

日頃からこんな言動をしていませんか？これは、自分が決定す

る責任を負わない態度です。そして、この思いが積み重なって、

いつか「自分ではまったくコントロールできない状況」という、

錯覚の世界にはまっていくのです。 
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目的は実行力のある人に与えられる 

   実行力がなければ、人生の目的は見つからない 

 

生の目的は、多くの人に幸せを与えるものでなくて

はいけません。たとえばそれは、スマートフォンの

ような革新的な機器の発明かもしれませんし、まっ

たく新しい子育て法の提案かもしれないし、多くの人にすばら

しい夢を与える本を書くことかもしれません。 

 

では、いったいどんな夢を描いて人生の目的とすればいいので

しょうか？ 

あなたはまた迷うかもしれません。 

 

イメージしてください。目の前に神様 

がやってきます。手には「すばらしい人

生の目的」という、輝く宝を持っていま

す。神様はこれをいったいどんな人にあ

げたいでしょうか。 

 

 

人 
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神様がこの宝をあげたいと思うのは、それだけの実力のある人 

です。宝をあげたのに、なにも活かそうとしない人や、できな

いかもしれないと迷う人には神様だってあげたくないのです。 

 

つまり、「人生の目的」という宝を得られる人は、いつも自分

を最大限に活かそうとし、常に「自分はできる」と信じられる

人です。 

そんな人には人生の目的を達成す

る実行力があるので、それに見合

った人生の目的をみつけることが

できるのです。 

 

反対に、「これだけの給料しかもらって

いないから」と力を出し惜しみしたり、

与えられた仕事に「こんなにできない」

「なんで私が？」とブツブツ文句を言う

ようでは、あなたの人生はいつまでも本

物にならず不満ばかりの人生になるでしょう。 

 

日頃から、目の前のやるべきことに最大限の能力を出して実力

をつけ、自分を信じて実行力を培っていきましょう。準備がで

きると人生の目的がおのずと見えてきます。  



15 

 

 

今いる場所で実力をつけたら、 

次の段階へステップアップ！ 

 

しかすると、あなたは社会経験が十分にあり、か

なり実力をつけているかもしれません。しかし、

それでもまだあなたは、人生の目的がわからない

という状態かもしれません。それはどうしてでしょうか。 

 

 

今いる場所でしっかりと実力をつけるべ

きか、あるいは、もう何年もそれをやっ

てきたから、そこを卒業して次の段階へ

ステップアップする時期なのかが、どう

したらわかるのでしょう。 

 

誰でも人生の目的には最高のものを選んでいます。しかし、最

初は人生の教習所で練習することから始まりますから、自由に

できずに人生の目的をあきらめてしまいます。そのうちそこを

卒業できる時期になっても、今度は変化を恐れます。 

 

も 
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「人生の目的を叶える」という意志を強く持ったときに、自分

が今どのステージにいて、これからどうすべきかが、自然にわ

かるようになるのです。 
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まず、今すぐにするべきことは？ 

人生にはカーナビがあります 

 

だあなたは、人生の目的が見えていないことでし

ょう。しかし、目的が分からなくても、今すぐに

すべきことはスタートすることなのです。 

 

歩きはじめればカーナビが作動します。

最初の目的地に来ると、次の目的地が

見えてきます。 

 

中継地で留まっていると、攻

撃のような指示

がとんできます。 

 

それはあなたが間違っていて、今までのやり方を改めて自分の

方向性を変えるときです。相手の言葉に耳を傾け、カーナビの

指示に従うことが大切です。 

 

カーナビは、まずあなたが動き出さなければ作動しません。 

ま 
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人生の目的を絶対に叶えると決意さえできていれば、大きくて

も小さくても仮の目的をつくってスタートすればいいのです。 

 

本当の目的地と、仮の目的地が合わなくなったとき、自動的に

カーナビが働き、まわりの人があなたに注意して、目的地が修

正されます。 
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未来の自分 

今この瞬間に未来の自分が存在する 

 

在のあなたは、「どうやれば人生の目的を達成でき

るのか？」という、具体的な道筋や手段がわから

なければ前に進めない、と思うかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、それを今、考える必要はないのです。現在の自分が、

人生の目的を叶えた未来の自分とつながれば、あなたはただカ

ーナビに従えばいいだけです。 

 

現在の自分にはまだ想像がつかない道筋や手段が、現れるでし

ょう。あなたは、何をどうすべきかが自然とわかるようになる

のです。 

現 
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本冊子は、この CD の内容をほんの

一部、ご紹介したものです。 

 

2007 年までに５000 人以上のセ

ラピーを行い、人の心理を知り尽く

した人気セラピスト一色真宇が、

「本当にやりたいことが分からな

い」「一生懸命やっているけれど虚しい」というクライアント

の皆さまの声にお応えする形で作成いたしました。 

実際の CD では、より詳しい内容と共に、深層意識に働きかけ

未来の自分とつながるアファメーション（誘導瞑想文）がつい

ています。 

 

価格 14,700 円 

ＣＤ1 枚（53 分）＋ブックレット  

著作・朗読 一色真宇 

制作・販売 株式会社アクエリアス・ナビ 

お求めは、株式会社アクエリアス・ナビ ＨＰから 

アクエリアスナビ 商品情報 検索 
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本冊子の冒頭で登場したカズコさんです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【カズコさん・30 代・女性・会社員】 

私はいつも周りの人たちと楽しい毎日を過ごしていると思っ

ていました。素晴らしい研究機関で学び、やりがいのある仕事

をし、周りの人たちと仲良く、美味しいものも沢山食べ、あり

のままの自分をそのまま表現できていると思っていたのです。 

 

しかし、それは幻想にしかすぎませんでした。 

  

2013 年 2 月 2012 年 4 月 

Before 
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TAW 理論に出会い、自分の可能性を最大限生かせるのだと知

りました。 

 

本当に自分に正直になってみると、女性として、美しくありた

い、愛される女性になりたいという欲求があるにもかかわらず

「どうせムリだ」と諦めている自分がいたのです。日常でどん

なに楽しく過ごしていても、心の奥底では、ほっそりとした女

性らしい自分になってみたいという欲求はあったのです！ 

 

そこから、TAW 理論に基づいた行動をしていく事で確実に変

化がおき、食べる幸せから美しく存在する幸せを味わえるよう

になりました。仕事、美容、婚活と目標に向かって、これから

も着実に結果を出していきます。 
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【30 代・男性・実業家】 

昔から独立したいと思っていましたが、それはある日突然訪れ

ました。人生が大きく変化するとき、その唐突さと変化の大き

さに、何が起きているのか、なぜそんなことが起きているのか

渦中にいるときは分かりません。しかし、気がつけば自分が昔

願った通り、やりたかったことで独立していました。そして今

や自分の肩書は「社長」。決めれば道筋が作られていくという

のは本当でした。 

------------------------------------------------------- 

【30 代・男性・会社員】 

昔の職場では仕事はラクだし、その割に年収もいい。アフター

５には多い時で週５回、合コンを楽しんでいた。しかし精神的

には満たされない。自由なはずなのに、自由ではない。「気晴

らしをするためだけの人生」でした。 

 

現在の職場では、仕事は充実し大きなプロジェクトを任され、

好みのタイプの女性とデートを楽しむ日々に変わりました。昔

と比べたら 1：120 くらい、充実度が違います。昔の自分は、

人生の目的なんて考えたこともありませんでした。しかし、今

は確かに、自分は人生の目的を持っていると、自信を持って言

えます！ 
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アクエリアス・ナビへのアクセス 

 

表参道 B２出口より、徒歩３分です。 

 

 

 

 

 

 

こちらのビルの 7 階です。    オフィスです。 

 
 

http://ameblo.jp/navi-staff/image-11175079029-11815426167.html
http://ameblo.jp/navi-staff/image-11175079029-11815307879.html
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「人生の目的を見つける方法」 

2013 年 3 月 15 日 第１刷発行 

制作  株式会社アクエリアス・ナビ 

所在地 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-51-6 

テラアシオス青山 7F 

TEL  03-6805-1824 

     

思考が現実化する。 

100％例外なく！ 



26 

 

 

 

一色真宇（いっしき まう） TAW 理論開発者プロフィール 

 

1957 年 2 月生まれ。1979 年大阪大学（旧

大阪外国語大学）卒業後、結婚し 2 児を育て

る。20 代より量子力学や相対性理論に興味

を持ち、研究する。東京都在住。 

 

2000 年より心理療法セラピストとして独立するや、たちまち予

約の取れないセラピストとなる。2007 年までに５000 人以上の

クライアントのセラピーを行ううちに、心理と物理が連動して「フ

ラクタル（相似形）構造になっていることを発見、2007 年に「思

考が現実化する」という仕組みを構造的に解明した TAW 理論を

完成させる。 

 

豊富な経験をもとに、人生全般、ビジネス、美容、子育てなどの

TAW プログラムを開発する。著書には、本名「宮崎なぎさ」で、

『人生乗り換えの法則 望み通りの人生を創り上げる TAW理論』

『「きれい」を引き寄せる CD つき美容瞑想』（いずれも講談社刊）、

一色真宇の名で『すべての問題には解決法がある』（アクエリア

ス・ナビ）などあり。 

株式会社アクエリアス・ナビ 

非売品 

 

 


