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目的地と価値観を 
明確化する為の教科書



【著作権について】 
当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。使用に関しまして
は、以下の点にご注意ください。 

・レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、
本レポートの一部、または全部をインターネット上に公開すること、および
オークションサイトなどで転売することを禁じます。 

・本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子
ファイル、ビデオ、ＤＶＤ、およびその他電子メディアなど）により複製、
流用および転載することを禁じます。 

【使用許諾契約書】 
本契約は、レポートダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者
（以下、乙とする）との間で合意した契約です。本レポートを甲が受けとる
ことで、甲はこの契約は成立します。 

第１条（目的） 本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、
甲が非独占的に使用する権利を承諾するものです。 

第２条（第三者への公開の禁止） 本レポートに含まれる情報は、著作権法に
よって保護されています。甲はその情報を乙との書面による事前許可を得ず
にいかなる第三者にも公開することを禁じます。 

第３条（効果） 当レポートに沿って実行、期待通りの効果を得ることができ
ず、万一如何なる損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないも
のとする。 
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利用規約
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改めまして、「個人が理想とする人生を明確化して、実現させる気づきや
きっかけを与えること」を目的に情報発信をしている、マイライフクリエイ
ターのユウキです。 
本書を手に取ってくださり、どうもありがとうございます。 

本書は、あなたの「目的地」と「価値観」を明確にして、理想の人生を送っ
てもらう為に作りました。 

・「目的地」が見つからない！ 
・「価値観」なんて考えたこともない！ 

という場合もご安心ください。 
「目的地」と「価値観」を明確にする方法を、具体例と共にまとめました。 

実践的な内容になっていますので、本書を読み進めながら、一緒に「目的
地」と「価値観」を明確にしていきましょう！ 
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はじめに

いざ、出発！



そもそもの話、人生に理想像は必要なのか？ 

いきなり結論を言いますが、私は人生に理想像なんて持たないでも良いと
思っています。 
 

という至極真っ当な反論が来そうなので、誤解のないように言わせてくださ
い。 

理想像がなくても、問題はありません。 
ただ、何かしらの理想像を持っていた方が、豊かな人生は送りやすいと思い
ます。 

あなたに質問があります。 
「人間は何の為に生きているのか」 
これ、考えたことありますか？ 

・幸せになる為 
・人から愛される為 
・社会に貢献する為 
・大切な人を守る為 
・子孫を残す為 
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人生に理想像が必要か？

えぇぇ…。それじゃ、 
何の為にこの教科書があるの…。



人それぞれ、色んな意見があると思います。 
飽くまでも私の考えですが、人間が生きる意味は何もないと思っています。 
生物として生まれた以上、寿命を真っ当するまで生きる。 
ただ、それだけのことです。 

要するに、「生きる意味とか、そんな難しいことをごちゃごちゃ考えない
で、毎日を精一杯生きていれば良い！」という訳です。 

しかし、我々人間には感情があります。 
どうせ生きるんだったら、幸せな人生を送りたいと思いますよね？ 
幸せの基準は、人によって全く違います。 

経済面においては、「毎日ダラダラ過ごしていてもお金があれば幸せで
す！」という人もいれば、「そこまで裕福でなくても毎日やりたいことがで
きれば幸せです！」という人もいます。 

人間関係においては、「できるだけ多くの人に囲まれた人生を送りたい！」
という人もいれば、「家族や大切な人とだけ関わった人生を送りたい！」と
いう人もいます。 

仕事においては、「公務員のような安定した職業が理想的！」という人もい
れば、「自分のやりたいことで起業してバリバリ働くことが理想的！」とい
う人もいます。 

人はそれぞれ、幸せを感じる基準も、国籍も、性別も、性格も、価値観も、
育った環境も、向き不向きも、何もかもが違います。 
万人に共通する理想の人生なんて、この世に存在しません。 
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みんな違って、当たり前！



だからこそ、 
・自分の歌で人を幸せにしたい！ 
・お洒落で内面が変わることを世の中に伝えたい！ 
・世界中を旅しながら暮らしたい！ 
など、自分が達成したいこと(目的地)や、 

・仕事よりも家庭を大事にしたい！ 
・組織に属すのではなく自分でビジネスをしたい！ 
・人間的に好きな人とだけ関わりたい！ 
など、自分が何に価値を感じるか(価値観)を明確にして、 
その軸に沿って人生を送る方が、幸せな人生を送りやすいと思っています。 

理想の人生を明確化するには、「目的地」と「価値観」をはっきりさせる必
要があります。 

目的地とは、あなたが達成したい事です。 
・面白いゲームを世の中に提供したい！ 
・好きな事をビジネスにする人を増やしたい！ 
・海外を旅しながら小説を執筆したい！ 
など。 

価値観とは、何に対して価値を感じるかという事です。 
・仕事の価値観：やりたい事をビジネスにする！  
・お金の価値観：挑戦したい事には投資を惜しまない！ 
・対人の価値観：人間的に好きな人とだけ関わる！ 
など。 
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理想の人生像がなくても問題はない。た
だし、「こんな人生を送りたい」という
理想像を持っている方が、豊かな人生は
送りやすい。



例えば、 
「人間関係に悩んでいる人に、自分らしい生き方を提案する。」 
という目的と、 
「組織に雇われないで自分でビジネスをする」 
「人間的に好きな人とだけ関わるようにする」 
という価値観を持っている場合。 

「個人事業主や経営者として、人間関係に悩んでいる人に、自分らしい生き
方を提案するような活動をする。」というのが、その人の理想の人生になり
ます。 
 

 

目的地と価値観から、理想の人生が成り立っているイメージですね。 
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【目的地】 
人間関係に悩んでいる人に、自分らしい生き方を提案する。

【価値観】 
仕事の価値観：組織に雇われないで自分でビジネスをする。 
対人の価値観：人間的に好きな人とだけ関わるようにする。

【理想の人生】 
個人事業主や経営者として、人間関係に悩んでいる人に、 
自分らしい生き方を提案するような活動をする。



目的地の在り方を、ゲームで例えてみるとわかりやすいです。 
あなたは、ドラゴンクエストというテレビゲームをご存知でしょうか？ 

私が小学生の頃からハマっており、多くの国民から愛されるRPGゲームで
す。 
ドラクエにはいくつも作品があるのですが、基本的な目的は全て共通してい
ます。 
それが、「魔王を倒して世界に平和をもたらすこと」です。  

世界に平和をもたらすという目的の為に、魔王討伐の旅をします。 
明確なゴールがあり、そこに向かって困難を乗り越えるのが、めちゃくちゃ
面白いんです。 
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世界を救うぞ！

目的地

理想の人生

お金の価値観 時間の価値観

健康の価値観対人の価値観

仕事の価値観 家族の価値観



その一方で、明確な目的がなくただひたすら日常を過ごすだけという、ドラ
クエとは真逆のゲームがあります。それが、どうぶつの森です。 
ドラクエと同じく多くのファンがいて、私も大好きなゲームです。 

このゲーム、なんとビックリ、ゴールが一切ありません！笑 
ただひたすら平和な村の中で、村人と触れ合い、家を改築し、釣りを楽し
み、虫を捕まえる、というように、のんびりスローライフを送ります。 

何をするのも自由だからこそ、「村を発展させる！」「家具を全種類揃え
る！」「家を最大まで大きくする！」など、プレイヤー自身で目的を決めて、
その目的に向かってゲームを進めます。 

つまり、人間は明確な目的があり、その目的に向かって進むことで喜びを感
じます。 

ところが、人生という長い旅路において、明確な目的を持っている人は少な
いです。 
毎日惰性で会社に向かい、テキトーに仕事をして、休日はダラダラ過ごす。 
まさしく昔の私です 笑 
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こんな自由な生き方も 
ありだよね。



目的地が明確でない人生を送ることは、ゴールのない山道を永遠に歩き続け
るようなもの。 

これでは山頂には辿り着けませんし、息切れして疲れてしまいます。 
目的を明確にすることは、山頂までの地図を手に入れるようなもの。 

地図があれば、自信を持って山頂まで歩き続けられます。 
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・何の目的も持たず、ダラダラとつまらない毎日を過ごす。 
・明確な目的を持って、そこに向かって楽しい毎日を過ごす。 

どちらが正しくてどちらが間違っているかなんて、私にはわかりません。 
どんな人生を過ごそうと、それはあなたの自由です。 

ただ、一度きりの人生です。 
いつ死ぬかもわかりません。 
どうせだったら、楽しく生きたくないですか？ 

そう思うのであれば、「こんな人生を送りたい！」という理想像や目的地が
あった方が良いですよね？って話です。 

人生に正解も間違いもありません。 
強いて言うならば、「自分の望む人生を生きることこそが、正しい生き方な
んじゃないのかな？」と、私は思っています。 
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目的地とは、山登りのゴールを設定する
ようなもの！人生に正解はないが、「自
分の望む人生を送ること」が、豊かな人
生に繋がると思う！



目的地とは、あなたの成し遂げたいことです。 
目的地を明確にすることで、人生の方向性がはっきりします。 
目的地を明確化する際には、次の８つのポイントを押さえてください。 

1．バイアスを外して考える！ 

バイアスとは、思い込みのことです。 
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目的地を明確化する方法！

１．バイアスを外して考える！ 
２．全ての物事が達成可能と考える！ 
３．過去の経験から考える！ 
４．手段から考える！ 
５．簡単に考える！ 
６．目的と手段を間違えない！ 
７．結果を明確にする！ 
８．プラスの言葉で言い切る！



趣味を仕事にしてはダメ！仕事は給料で選んだ方が良い！ 
→好きなことを仕事にして、幸せな生活を送っている人もいます。 

友達は多い方が良い！友達が少ないのは寂しい人間！ 
→私は友達も仕事仲間もほとんどいないですが、何の不満もありません。 

労働は1日8時間以上！それ以下の人間は怠けている！ 
→世の中には、1日に3時間しか働かない人だっています。 

早寝早起きは当たり前！夜更かしはもっての外！ 
→夜型人間の人だっていますし、無理に人に合わせる必要はないです。 

職業は公務員を選ぶべき！安定的な生活が一番！ 
→市民を守るという明確な目的を持って警察官になるのは理にかなっている
と思いますが、他にやりたいことがあるならば、無理に公務員になる必要も
ありません。 

こんな風に、人は思い込みを持って世界を見ています。 
目的地を明確にする際には、常識や当たり前を取り除いてください。 

バイアスを取り除くことによって、あなたが本当に「成し遂げたいこと」や
「やりたいこと」が、見つけやすくなります。 
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2．全ての物事が達成可能と考える！ 

あなたが決める目的は、全て達成可能なものだと考えてください。 

「こんな目的は、自分にとって大きすぎるんじゃないか…。」 
「今の自分には、とても到達できそうにない目的だ…。」 
そういう余計なことは一切考えないで良いです！ 

目的に向かって進むことが人生を楽しむことに繋がるのであれば、どんな目
的であっても構いません。 
どれだけ大きな理想像を持っても、お金は掛かりません 笑 

３．過去の経験から考える！ 

目的が見つからない場合は、あなたの過去の経験を考えてみると良いです。 

例えば私は、「個人が理想とする人生を明確化し、実現させる為の気づきや
きっかけを与えること。」を人生の目的としています。 
それは、私自身が組織に属したり人と関わるのが嫌いで、仕事や人間関係に
悩んだ経験があるからです。 

独立をして会社を立ち上げたり、心理学を学ぶうちに、自由に生きられるよ
うになり、「同じような悩みを抱えている人たちに、自分の知識や経験を伝
えたい！」と思い、個人が理想とする人生の送り方や、自分のやりたいこと
をビジネスへ変える戦略など、自身の体験を元に発信するようになりまし
た。 

こんな風に、自分が過去に思い悩んだ物事や、悩みを解決できた経験を考え
てみてください。 
それが、人生の目的を見つけるきっかけになります。 
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4．手段から考える！ 

目的地を明確にしたら、その目的を達成させる為の手段を考えます。 

目的地が見つからない場合は、先に手段を考えてもOKです。 

こんな風に、自分のやりたいことを先に考えて、その後で目的を見つけるパ
ターンですね。 

自分の好きな事や得意な事が明確な場合は、先に手段から考えた方が、目的
地は見つけやすいからもしれません。 
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5．簡単に考える！ 

それでも見つからない場合は、 

・こんな生活を送ってみたい！ 
・こんな人生が理想だな！ 
・こんなことをやってみたい！ 

というような、漠然とした目的でも構いません。 

人生の目的は、途中で変更してもOKです。 
その為、目的を達成したり、本当に実現させたいことができたら、新しい目
的を設定しても構いません。 

山登りを繰り返すようなイメージですね。 

こんな風に、挑戦と成長を繰り返す人生もまた、楽しいと思います。 

６．目的と手段を間違えない！ 

目的とは達成したい事であり、目的を達成する為に選ぶのが手段です。 
「僕は、昔から芸人になることを目的に生きてきました！」というのは、目
的ではなく手段です。 
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「多くの人たちを笑顔にしたい！」など、芸人になった先に「目的」がある
はずです。 
芸人の他にも、「歌手」や「手品師」など、人を笑顔にする方法はいくらで
もあります。 

なぜその目的を達成したいのか？ 
あらゆる手段の中で、なぜその手段を選ぶのか？ 
これを明確にすることが大事です。 
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Q：なぜ多くの人を笑顔にしたいのか？ 
A：落ち込んでいた時、テレビの漫才を見て元気になり、自分も人を笑顔で
元気にしたいと思ったから。 

Q：数ある手段の中でなぜ芸人を選ぶのか？ 
A：自分自身がお笑いに救われたという経験に加えて、人を笑わせることが
大好きだから。 

こんな風に、目的と手段は間違えないように気をつけましょう！ 

７．結果を明確にする！ 

結果とは、目的に向かっている最中や、目的達成時に得られる物です。 
「目的を達成する事でどんな結果が得られるのか？」を明確にしましょう。 
例えば、ドラクエであれば、魔王を倒したという目的の先には、人々の平和
な暮らしという結果があります。 
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人々の平和な暮らしを取り戻すという結果を得る為に、「魔王を倒して世界
を救う」という目的を果たそうとします。 

魔王を倒した後の具体的なイメージがある方が、やる気になりますよね？ 
目的地もこれと一緒で、目的達成後のイメージを明確にしておきましょう。 

得られる結果は、「利己的」と「利他的」の2つを考えてみてください。 
利己的とは自分に対する結果であり、利他的とは他人に対する結果です。 

利己的な結果の例 
・お金が得られる 
・嬉しい気分になれる 
・自信が付く 

利他的な結果の例 
・人の生活が豊かになる 
・人に喜んでもらえる 
・人の悩みを解決できる 

こんな風に、自分に及ぼす結果だけでなく、人に及ぼす結果を明確にするこ
とで、より達成した時のイメージが鮮明になります。 

８．プラスの言葉で言い切る！ 

目的地を設定する際は、必ずプラスの言葉で言い切りましょう。 
具体的に例を挙げると、次のような形です。 

「つまらない人生を送りたくない！」⇒「毎日ワクワクした人生を送る！」 
「人に悪い影響を与えたくない！」⇒「人に良い影響を与えて生きる！」 
「舞台役者になって多くの人たちを感動させたい！」⇒「舞台役者になって
多くの人たちを感動させる！」 
「歌手になって世界中の人々に元気を与えたい！」⇒「歌手になって世界中
の人々に元気を与える！」 
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あなたが決めた目的地は、毎日のように目にすることになります。 
それにも関わらずマイナスの言葉を使ってしまうと、マイナスのイメージに
引っ張られます。 

「つまらない人生を送りたくない！」という目的を立てた場合、目的を目に
する度に、「私はつまらない人生を送っているんだ…。」と実感することに
なります。 

「毎日ワクワクした人生を送る！」という目的を立てて、目的を目にする度
に、「私は毎日ワクワクした人生を送れるんだ！」と実感できた方が有益で
すよね？ 

「～したい！」は願望ですが、「～する！」は断言です。 
つまり、確実に達成するものだと言い切っています。 
断言することで、「絶対に達成する！」と、あなたの脳に強く言い聞かせら
れます。 
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8つのポイントを理解しましょう！



具体例 

私は24歳で脱サラをして、25歳の時にWebマーケターとして独立したので
すが、当時は明確にやりたいことは何もありませんでした。 

昔から組織やグループなどの束縛された環境が嫌いだったので、「もっと自
由に生活をしたい！」という、ものすごく単純な理由で独立をしました。 

独立当時の目的，手段，結果などは、次の通りです。 

やりたいことを見つける為には、色んな経験を積んだ方が良いと思います。 
色んな経験をしてこそ、「好きなこと」「嫌いなこと」「得意なこと」「不
得意なこと」「やりたいこと」「やりたくないこと」が分かってくるからで
す。 

例えば、あなたの好きな料理、嫌いな料理は何でしょうか？ 
それは食べた経験があるからこそ、「好き」「嫌い」と判断できるはずです。 

好きなスポーツと、嫌いなスポーツは何でしょうか？ 
料理と同じく経験があるからこそ、「好き」「嫌い」が判断できます。 

つまり、興味を持ったことに、とことん挑戦するのが大事です。 

 / 22 30

目的：自由な人生を送る。 
理由：面倒な組織や人間関係から解放されたいから。 

手段：Web事業(Web上での情報発信や商品販売) 
理由：人に伝える事が好きで、文章を書いたり、コツコツ作業をするのが
得意だから。尚且つ、仕組みを作ればお金と時間の両方が手に入るから。 

利己的な結果：自由な生活が手に入る。 
利他的な結果：商品を購入してくれた人の生活が豊かになる。



そして自分が興味を持ったことに挑戦するには、「お金」と「時間」の2つ
が必要です。 

その為、Webマーケターとして独立をしました。 
Webマーケティングは集客から商品販売の流れを仕組み化できるので、「お
金」と「時間」の両方が手に入ります。 

つまり当時は、自由になることに加えて、本当にやりたいことを見つける為
にも、Webマーケターとしてお金を稼ごうとしました。 

その結果として、29歳の時に法人を設立。 
ある程度自由に生活できるようになり、自己実現はできたものの、今度は自
分のやりたいことも見つけられず、毎日をダラダラと過ごすようになりまし
た。 

「自分の本当にやりたいこと、理想の人生とは何だろうか？」と、真剣に考
えた結果、昔の私のように、生き方に迷っている人に自分の知識や経験を伝
えたいと気付きました。 

昔から縛られることが苦手で、学校も嫌いでした。 
決められた時間、場所、人間関係で、決められた授業を受けることに、物凄
く苦痛を感じていたからです。 
大人になった今も、その性格は変わりません。 

会社員生活も性に合わず、わずか1年で退職したぐらいです。 
それが今では会社を立ち上げて、自由に活動できるようになりました。 
人を雇っていないので、一人社長として自宅でのびのび仕事をしています。 

私と同じように、もっと自由に生きたいと思っている人たちに「こんな生き
方もあるんだよ」と伝えたい。 
そう気付いてからは、心理学を学ぶ為にカウンセラースクールに通い、30歳
の時に心理カウンセラーの資格を取得しました。 

そして今では、個人が理想とする人生の送り方や、自分のやりたいことをビ
ジネスへ変える戦略など、自身の体験を元に発信しています。 
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これが、30歳の時に掲げた目的地です。 

私は人に何かを伝えるのが好きですし、文章を書くのが得意なので、こんな
風に執筆活動をしています。 

昔、妻に「どんな人生が送れれば一番幸せ？」と聞いたことがあります。 
それに対して妻は、「あなたが心からやりたいことを実現する事と、あなた
の側にいる事」と言ってくれました。 

私が本当にやりたいことを実現させることで、妻も幸せにできます。 
実際、仕事も自宅の書斎でしていますし、プライベートの多くの時間を妻と
過ごすことが多いです。 
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目的：個人が理想とする人生を明確化し、実現させる為の気付きやきっか
けを与えること。 
理由：人に伝えることが好きで、尚且つ自分自身が同じような悩みを抱え
ていたから。 

手段：Webマーケティング(ブログ，メルマガ．SNS，Youtubeを活用し
た情報発信) 
理由：元々Web事業に取り組んでいたこともあり、Web上での情報発信
やWebマーケティングが得意だから。 

利己的な結果：自分のやりたい事で生きていける。 
利他的な結果：生き方に悩んでいる人の問題を解決してあげられる。

目的地が明確になると、 
軸に沿った人生を 

歩めるようになります！



価値観とは、あなた自身が生きる上で大切にしていることです。 
価値観を明確にすることで、あなたがどんなことを大切にしており、どんな
人生を送りたいかがわかってきます。 

価値観を明確にするには、次の3ステップを踏むと良いです。 

1．価値観の項目を書き出す！ 

一言に価値観と言っても、「お金」「時間」「健康」など、種類は様々です。 
まずは価値観の項目を書き出しましょう。 

価値観の項目は、いくつあっても構いません。 
思いつかない場合は、以下の8項目を書き出してみてください。 

・お金 
・時間 
・家族 
・対人 
・健康 
・仕事 
・学び 
・趣味 

人生を形成する上で必要不可欠な8つなので、価値観を考えてみると良いで
す。 
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価値観を明確化する方法！

１．価値観の項目を書き出す！ 
２．優先順位を付ける！ 
３．大切にしていることを考える！ 



2．優先順位を付ける！ 

書き出した価値観に、優先順位を付けてみましょう。例えば、「人間は体が
資本だから、お金や仕事よりも健康が一番大事だな！健康じゃなければ、家
族も守れないし！」という場合は、あなたは健康が一番大事ということにな
ります。 

１．健康 
２．家族 
３．仕事 
４．時間 
５．対人 
６．学び 
７．お金 
８．趣味 

「お金を得るよりも、自由な時間が多くあった方が良い！」 
「友人と一緒にいる時間よりも、家族と一緒の時間を大事にしたい！」 
「遊ぶよりも、学ぶことに時間を使いたい！」 
こんな風に、あなたが何を優先するのかを考えてみましょう。 

3．大切にしていることを考える！ 

それぞれの価値観に対して、どんなことを大切にしているかを考えてみま
しょう。 

健康：食事・睡眠・運動など、規則正しい生活を心がける。 
家族：休日は、家族サービスをする。 
仕事：給料や人間関係ではなく、自分がやりたいことを仕事にする。 
時間：人の誘いよりも、自分の時間を大切にする。 
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対人：数は少なくても良いので、心から好きだと思える人とだけ付き合う。
学び：自分が学びたいことに関しては、躊躇なく投資をする。 
お金：人が幸せになれるような、お金の使い方をする。 
趣味：空いた時間で、趣味を楽しむ。 

価値観の優先順位や大切にしていることが明確になることで、あなたがどん
な生き方をしたいのかがわかってきます。 

具体例 

参考までに、私の価値観をいくつか例として出しておきます。 
これはまだ独立したばかりである、25歳の時に書き出した価値観なので、か
なり拙い文章です。 
ツッコミどころはあるかもしれませんが、その点はご了承ください 笑 

お金：望むことを実現させるお金を持つ。 
自分がやりたい！食べたい！欲しい！と思った物事を、全て実現させるだけ
のお金を得る。お金に困った生活はせず、家族の望むことを全て叶える。 

時間：後悔しない一日を過ごす。 
一日を振り返った時に後悔しない一日を過ごす。自分で決めて自分で行動す
る。他人の時間を生きない。 

健康：規則正しい生活を送る。 
バランスの良い食事、質の良い睡眠、適度な運動、この3つを心がける。身
体的にも精神的にも、健康な人生を送る。 

 / 27 30

３ステップで 
価値観を明確化しましょう！



家族：家族を大事にする。どんなことがあっても、家族を大切にして守り抜
く。何よりも家族を愛する。 

人間関係：大切な人とだけ関わる。 
家族や仕事仲間など、大切だと思う人とだけ関わる。性格が嫌いな人、生理
的に嫌いな人とは、無理して関わらない。 

当時の価値観なので、今と多少変わっている部分もありますが、大きな違い
はありません。 
実際は手帳に書いて、定期的に見るようにしていました。 
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誰に見せる訳でもないので、走り書きのような感じです。 
自分で言うのも何ですが、25歳の若造にしては、中々真っ当なことを書いて
いると思います 笑 

こんな感じで、あなたが何を大切にしているのかを、書き出してください。 
価値観の種類は沢山あるので、色んな項目を作ってもらって構いません。 

そして大切なのは、価値観に沿った生き方をすることです。 

例えば、「仕事」に関する価値観で、「人や組織に縛られないで働く」とい
う軸を持っているのに、会社員として働いているのは軸がブレています。 

もちろん、「今すぐ会社を辞めた方が良い！」とは言いませんが、その価値
観に沿った生き方をする為に、どうすべきかを考えて行動に移しましょう。 
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価値観に沿って、 
人生を送りましょう！



人生は80年という長いマラソンを走るようなもの。 
目的地や価値観が明確でなければ、どんな方向で歩めば良いのかわかりませ
んし、ゴールには辿り付けません。 

人生を迷わずに進む為にも、あなたの目的地や価値観を明確にしてみてくだ
さいね。 
本書が、少しでもあなたの人生のお役に立てれば幸いです。 
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おわりに

最後までお読み頂き、 
どうもありがとうございました！
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