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私の原点 
 

とある社会不適合者が 

「人生は楽しい」「世界は美しい」 

と思えるようになるまでの物語 
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Episode 2 



◆私の「ダークサイド」◆ 

 

 

永世です。 

 

今回は私の「人生の原点」というテーマで 

『ノンフィクションレポート２』 

をお送りします。 

 

（※レポート１は、メール講義第一回の課題を提出された方に無料プレゼントしています） 

 

さて、このレポート２ですが… 

…正直、公開したいようなものではありません。 

 

向き合うことすら恐れていた『過去』を 

そのままに文章化した内容となっています。 

 

執筆しながら 

愚かな過去を振り返り、何度も何度も呻き 

人様に見せられないほどに、顔が苦痛にゆがみました。 

 

もう取り返せないものへの未練 

後悔、悔しさ、悲しみ、絶望… 

 

そういった、心の奥にしまっていた「闇」を 

目に見える「文章」という形に吐き出すのは 

想像を絶するほどに、苦しい作業でした。 

 

胸の奥の疼きに顔をしかめ 

奥歯を噛み砕きそうになりながら… 

それでも、書きました。 

 



なぜなら… 

 

『その話』抜きにして 

『今の私』は語れないから。 

 

それほどまでに、今の私にとって 

その出来事は『原点』なのです。 

 

そして、これからあなたと長期的な関係を作っていくために 

あえて 

今の『私』の『核』となる 

そのエピソードを語りたいと思ったのでした。 

 

決して面白い話ではなく 

ハッピーエンドでもありません。 

 

私にとって、かつて最愛の人だった 

ある人との出会いと 

そして別れまで。 

 

その中で、生きる意味が 180 度変わるほどに 

もがき苦しんだ私の「過去」。 

 

最高の幸せと最大の苦痛がミックスされた… 

私の人生の中で一番強烈に眩しかった 

ある季節の出来事と、そこからのお話を語ります。 

 

 

◆社会不適合者…◆ 

 

 



 

私は『人並みの幸せ』に憧れながら 

みんなが『普通』と呼ぶ暮らしに 

『幸福』を実感できなかった 

 

…そんな、落ちこぼれの人間です。 

 

『普通』と呼ばれる暮らしで 

『幸せ』を実感できているみんなが 

私には、羨ましくて、眩しくて仕方がなかった。 

 

そんな私は、学生時代は落第スレスレでした。 

 

社会人になってからも 

将来の地位を約束された会社を、数年で離れました。 

 

…そんな私を一言で表現するなら 

『社会不適合者』 

とでも呼べば良いのかも知れません。 

 

◆だからこそ◆ 

 

 

・人生に挫折する苦しみ 

・社会に馴染めない寂しさ 

・人と比べてしまう劣等感 

・絶望的に過酷な状況 

・生きがいを見いだせない悲しさ 

・死を思うほどの痛み 

 



それらはすべて 

私が生まれてこのかた 

ずっと抱き続けてきたものです。 

 

『普通』に憧れながら 

『普通』からはみ出した 

落ちこぼれ者。 

 

それが私です。 

 

ここからは、少しだけ… 

そんな前回のお話の『続き』を 

語りたいと思います。 

 

◆落ちこぼれの『夢』◆ 

 

 

当時、生きづらさを抱えて 

学校や社会に対する疎外感を感じていた私は 

落ちこぼれなりにも 

一つの志を持っていました。 

 

それは 

「自分と同じように 

人並みの生き方で 

幸せを実感できない人に 

なんとかして『生きる答え』を示したい」 

という私なりの思いでした。 

 

社会を、世界を 

誰かの人生を変えるような 

そんな強烈な人生を歩みたい。 



 

自分の歩んだ『人生』と 

自分の語る『言葉』を通じて 

誰かが『幸せ』を見つけるお手伝いをしたい。 

 

それは「こんな私」にしか 

出来ないことだと思うから。 

 

『人のためになる』ことができたなら 

こんな自分の人生にも『意味があった』と 

思えるのではないかと。 

 

…そう考えたのです。 

 

そんな私にとって 

学校の勉強だとか 

会社での仕事は 

 

◆クソくらえ、でした。◆ 

 

 

そんなことのために 

私の人生はあるんじゃない。 

 

一秒たりとも時間なんて使ってられない。 

 

こんな世の中で 

幸せを実感できない誰かのために。 

 

そんな人を救えるのなら 

こんな私でも「救われる」のではないかと 



そう思ったのです。 

 

…本当は 

一番救われたかったのは 

他ならぬ私だったのですけどね。 

 

きっと私は 

『自分』みたいな人が 

『幸せ』になっていく 

そんな現実を見て 

救われたかったのだと思います。 

 

◆命をかけた『叫び』◆ 

 

 

その思いこそが 

私を突き動かし続けてきた 

「衝動」であり 

その思いを果たすため 

数多くの「挑戦」を行ってきました。 

 

小説の執筆 

芸術活動 

社会活動 

啓蒙活動 

コーチング 

カウンセリング 

 

色々なことをやってきました。 

 



学生団体を立ち上げたり 

講演会を催したり 

ときには、某国立大学に招かれてお話をしたり 

千人の聴衆の前で話したり。 

 

訳あって国家権力と 

ぶつかったような場面も数知れず。 

（この辺は割愛させて下さい…） 

 

それは、はみ出しものの命をかけた 

『叫び』でした。 

 

生き急ぐような、そんな生き方の中で 

私はこれまでに千件を超える 

山のような人生相談に向き合ってきました。 

 

◆私に残されたもの◆ 

 

 

 

だけど、結局… 

 

「安定」や「お金」といったものに背を向けて 

いつもギリギリのラインで生計をやりくりしながら… 

現実を見ず、理想主義を頑固に貫いた… 

 

そんな私に残されたものは 

何もありませんでした。 

 

私の「命をかけた叫び」は 

少しの人の心をちょっとだけ動かしもしましたが… 

それだけでした。 



 

お金にならない。 

忙しい。 

 

それで良いと 

自分に言い聞かせながら 

夢に酔いしれ 

現実を顧みなかった結果… 

 

私は、その生き方のツケとして 

当時の「一番救いたかった最愛の人」 

のために、何も出来ないという 

無残な結末を迎えることになります。 

 

◆現実の冷たさ。理想の虚しさ◆ 

 

職場のストレスで 

病んでいった彼女。 

 

そして、何も出来ない自分。 

 

最愛の人は 

私の手の届かない場所で 

ゆっくりと病んでいきました。 

 

その様子を知りながら 

何も出来ない私がいました。 

 

理由は単純。 

 

お金がなかったし、時間がなかったから。 



 

そう。 

 

どれだけ理想を語っても 

その理想を守る「現実的な力」が無かったら 

「机上の空論」に過ぎないわけです。 

 

それを私は学びました。 

というか、思い知らされたのでした。 

 

お金があれば。 

時間があれば。 

 

そして、もっともっと 

私自身『幸せ』であれたなら。 

 

何かが、違っていたのかも知れません。 

 

◆唯一の選択肢◆ 

 

 

結論を言います。 

 

「今の私に、できることはなにもない」 

それが、私があの人に対して出した答えでした。 

 

それぐらいにもう 

どうしようもなかったのです。 

 

息ができなくなるほどの後悔と 

胸が詰まるほどの自責の念が 



今でも私の心の奥にはあります。 

 

ですが、もう別れる以外の選択肢が 

ありえないくらいに 

追い込まれていました。 

 

そばにいるべきときに 

そばに居てあげられず 

きちんと話し合うことも出来ず 

すれ違い、傷つけあって… 

 

その結果迎えた結末でした。 

 

たくさん考えて 

何がお互いにとって最善なのか 

 

その時の私なりに考え出した答えが 

「別れること」でした。 

 

…この話は、プロフィールで 

語ったことがあります。 

 

が、実はこの話には 

ちょっとだけ『続き』があります。 

 

◆「人生を楽しむ」という約束◆ 

 

 

別れ際、私は『その人』に 

あることを約束したのでした。 

 



その時、私が言った言葉を 

今でも鮮明に… 

一言一句違えずに覚えています。 

 

『これから、人生を精一杯楽しむ。 

誰かを救うという生き方を、全力で楽しむよ』 

 

と。 

 

『社会不適合者』と自らに烙印を推し 

心底『なんで私は生まれてきたんだろう』 

と思ってきた私。 

 

生きていく場所を見つけられず 

ヤケクソに戦い 

生き急いできた私が 

その言葉を発したのでした。 

 

その意味を彼女は、よく理解してくれていました。 

（彼女と私は、とても似た者同士でした） 

 

私にとっては 

「一番難しいこと」に 

真正面から挑戦するという決意の意味。 

 

それこそが「人生を変える」という 

私なりの覚悟の証であったのだということ。 

 

彼女は泣いて喜んでくれました。 

 

『あなたからその言葉が聞けて、本当に良かった』 

 

と。 

 

そう、祝福してくれたのでした。 

 



◆私の新しい人生の原点は、その約束です◆ 

 

それが、最後に話した彼女との会話です。 

 

そして私は、別れを告げて去りました。 

 

楽しいことばかりではありませんが 

私は今も、その約束とともに生きています。 

 

何が何でも人生を楽しむ。 

後悔なく生きる。 

 

それは、社会不適合者の私にとって 

何よりも難しい挑戦でした。 

 

ですが、それに真正面から挑戦しようと 

私は決めたのでした。 

 

◆人生を楽しむ。それは『楽』なことではありませんでした◆ 

 

 

ですが、落ちこぼれで底辺一割の私です。 

 

そんな私が『人生楽しむ』と決めた場合 

その手段となる選択肢も 

『自力で稼ぐ』意外にはありえませんでした。 

 



『自由な時間とお金を両立』し 

そこから初めて『人生を楽しむ』ことが 

出来るのではないか。 

 

『生きがい』を探すことが出来るのではないか。 

 

それが私の考えていたことであり 

それを実現するビジネスモデルが 

他ならぬ「アフィリエイト」でした。 

 

そして、私は 

全力でネットビジネスを実践し 

「小さな成功」を手にすることができました。 

 

自由な時間を得た私は 

ボランティアやスポーツなどに時間を投じ 

自分なりの『人生の楽しみ』を考えながら 

そして『誰かを救う』というテーマの答えを探しながら 

今も生きています。 

 

◆お金と時間に余裕ができてから、変わったこと◆ 

 

そんな私の 

「人生を、楽しむ」という信念は、 

実際に、お金と時間に余裕ができてから 

少しだけ、変わりました。 

 

そう。 

 

「人生は、楽しい」と。 

 



ある時、そのように思えるようになってきた 

自分がいることに、ふと気づいたのでした。 

 

もともと、劣等感の塊のような私です。 

今でも、自分を好きになれないところはあります。 

 

辛いことや落ち込むことが無いわけでは 

決してありません。 

 

…なぜなら… 

 

◆お金と時間は「ゴール」ではない◆ 

 

ある程度成功して 

お金と時間の余裕を作ったとしても 

それは人生の「ゴール」ではありません。 

 

かつての私は 

お金と時間を手に入れれば 

それですごろくの「あがり」のように… 

「めでたしめでたし」で 

終わるのだと思っていました。 

 

すべての悩みや苦しみから 

解放されるものだとばかり思っていました。 

 

しかし、考えてみれば当たり前のことですが… 

お金と時間があっても 

人生は続いていきます。 

 

私達は、生きていかなくてはなりません。 



 

自分自身と向き合いながら。 

 

◆「自由」から生まれる、人生の「広がり」◆ 

 

だけど。 

 

お金と時間があると 

人生に「余裕」ができます。 

 

その余裕があることで 

人生には「広がり」が生まれます。 

 

なぜなら… 

 

『自分は何をしたいのか？』 

 

そんな「自分自身の心の声」に 

耳を傾ける余裕が生まれるからです。 

 

そして、私の世界が広がったことで 

私にも「楽しい」と思えるような 

そんな気持ちが芽生えてきたのでしょう。 

 

そんな気持ちを積み重ねた結果として 

今、私はこう思っています。 

 

「人生は、楽しい」のだと。 

 

◆愛をもって、創造的な選択を行うこと。◆ 



 

私は人生を変えるために 

たった一つのことを心に留めて 

前に進んできました。 

 

それは… 

 

『愛をもって、創造的な選択を行うこと』 

 

これが、今の私を支える、『人生の指標』です。 

 

この基準に沿って、どん底から必死に 

一歩一歩を積み重ねてきた結果 

こんな私でもいつの間にか、少しずつ 

 

『人生を楽しめる』 

 

ように、なってきたようです。 

 

辛いこと、苦しいこと、思い通りにならない事 

もちろん今でも、沢山沢山存在します。 

 

けれど、それにまっすぐ挑戦し 

立ち向かい、克服するために努力する。 

 

その試練に立ち向かうこと自体が 

尊く、美しく、素晴らしいことなのだと 

今は思います。 

 

あなたが努力すること。 

あなたが、新しいものを学ぶこと。 

あなたが、前に進むこと。 



あなたが挑戦すること。 

 

あなたの人生の課題に 

勇気を持って、挑戦すること。 

 

本当に、心から 

『素晴らしい』と思います。 

 

 

そして私は、私の得てきたものを 

かつての私と、似通った思いや悩みを抱える方に 

伝えていきたい。 

 

『お金と時間の両立への道案内人』 

という立場から 

誰かの挑戦を支え、助けていきたい。 

 

今の私は、そう思っています。 

 

◆だからこそ◆ 

 

私の根底にある 

「誰かに生きる意味を実感して欲しい」 

という思いは、形を変えながら 

今も息づいています。 

 

それは例えば、今まさに 

「ビジネス」という形で。 

 

この講座もまさに 

「そのためのもの」だということです。 

 



 

「今に満足」している人に 

私の手助けはいらないと思っています。 

 

むしろ私は 

「今に満足できない」人のために 

新しい生き方を示したいと思ったから 

この企画を起こしています。 

 

 

◆けれど。◆ 

 

そんな私の思い・私の声に共鳴して 

『人生を変えます』 

という声が続々と集まってきています。 

 

この状況に対して… 

なんと言ったら良いのか、もう。 

 

私の筆力では 

この気持を表現する言葉が見つかりません。 

 

ずっと孤独に生きてきた 

私の「言葉」が 

ここまで多くの心を動かし 

「一歩」踏み出すお手伝いをしている。 

 

なんだか、それだけでも 

「報われた」気持ちになってしまいます。 

 



◆ハラをくくりました◆ 

 

ですが… 

それで終わっては、私の自己満足に過ぎません。 

 

今、私の胸の中にあるものは 

『喜び』が半分と、もう一つ。 

『覚悟』です。 

 

この声の数々に込められた思いの一つ一つに 

改めて、これから真剣に向き合っていこう 

という『覚悟』です。 

 

私はもう腹をくくりました。 

 

私達は全身全霊を尽くし 

集まった方々の「人生を変える」という決意を 

現実のものとします。 

 

意地と誇りをかけて 

本物の『稼ぐ実力』をあなたに叩き込んで 

いつでも独立できる自由を手にできるレベルまで鍛え上げます。 

 

 

そして、その活動自体が 

私にとってはなによりも 

『楽しい』と感じることでしょうし 

今からすでにワクワクしています。 

 

◆大切な人のそばに、居てあげたい時に居られる「自由」◆ 



 

その後に得られる 

『経済的自由』と『時間的自由』を 

どう使おうがあなたの自由です。 

 

そして、その自由があるからこそ、大事な人を守れるのではないでしょうか。 

 

大事な人のそばに、居てあげたい時に居られる。 

大事な人が困っているときに、助けてあげられる。 

 

これって、人間にとって 

本当に大切なことだと私は思います。 

 

私は、その大切さが 

身に沁みてよくわかります。 

 

本当に。 

 

だからこそ…同じくあなたに 

家族や大切な人がいるのなら 

その人達を幸せにできる『実力』を 

あなたに身につけていただきたいと思うのです。 

 

たとえ、今のあなたに 

「大切な人」が居なかったとしても… 

あなたが「大切ななにか」を見つけた時 

それを守るのに必要なのは紛れもなく 

あなたの手の中にある 

「お金」と「時間」の二つですから。 

 

◆私の「勝手」な思い…◆ 



 

これは自分勝手な理由ですが 

この企画を通じて 

あなたに『大切な人を守れる力』 

を得て頂くことで 

私の『過去』も少しだけ 

報われるのだと、そう思うのです。 

 

あのときの痛みも、無駄ではなかったと。 

あの人との出会いと別れにも意味があったと… 

少しだけ、そう思えるのではないかと。 

 

とはいえ、これは私の 

個人的な思い入れに過ぎないので 

気にしないでください。 

 

あなたには、あなたの人生があります。 

 

あなたは、あなたの実践に集中して 

結果を出してくれれば 

それで結構です。 

 

…ついつい重い話になってしまいましたね。 

大目に見て下さい（笑）。 

 

話を戻しましょう。 

 

◆やるか、やらないか。◆ 



 

大切なものを守れる「実力」。 

人生を楽しむ「自由」。 

それは「時間とお金の両立」であるということ。 

 

その手段こそが、独立した収入を自分自身で作り上げる実力。 

 

これが、私が一貫して主張する 

ライフスタイルの「理想」と「実現方法」です。 

 

あなたの前には 

そのための、最高の環境を用意しておきました。 

 

それによって得られる 

「自由な時間とお金の両立」 

それをあなたの新しい人生の 

「スタート」にしていただきたい。 

 

そのために、私が居ます。 

 

あとは、やるか、やらないか。 

 

それだけです。 

 

あなたが素直な向上心を持って 

新しい世界に飛び込むのなら… 

 

それを受け止める準備も覚悟も 

私には、すでに出来ています。 

 

本物のノウハウと実力を得て 

「本物の自由」を自らの手で作り上げる力を 

あなたのものにしてください。 

 



今回のレポートを読んで 

本気で自分の人生を変えたい 

稼ぐ力を身に着けたいと思う方は 

これからのメール講座を、是非楽しみにお待ちください。 

 

あなたの人生を変えるご案内をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あらゆる偉業は作業から。 

 

あなたの成功と、その先にある幸福を願って。 

 

 

Nagase.Y 


