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この本は１０代の偏差値が４９以下で、周りから将来を悲観されてしま

っている男子学生さん、そしてその両親さんに贈ります。 

 

私ぬのかわともひさも、高校時代は偏差値４５でした。将来はそれはも

う悲観的であり、日本の経済が低迷を重ねていた時期とも重なり将来が

不安で不安で仕方ありませんでした。 

当時私自身が描いていた自分の将来は、ずっとアルバイトで食いつない

で彼女もできず、結婚もできずに一人で寂しく生きていくのではという

未来でした。 

しかし２０１９年で４０歳になりました。今では自分自身で会社を持

ち、沢山の経営者さんや事業者さんと交友関係を持ち、結婚も３年目を

迎えました。 

 

もし私が偏差値４５の高校時代のままの延長線で人生を生きていたら、

恐らく今頃は過去に描いていた苦しい生活を送っていたことでしょう。 

 

偏差値４９以下の男子学生さん、もしあなたが偏差値４９以下で現在の

学歴や将来について悩んだいたとしたら、ちょっと待ってください。あ

なたの人生はまったく決まっていません。野球で例えるとまだ１回の裏

です。１回の裏でその試合（人生）悲観したり諦めるのは早すぎると思

いませんか？ 
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１０代で偏差値が低いからって、将来を悲観する必要はありません。人

生には必ず転機がやってきます。その転機は訪れるのを待たなくても、

自分からつかみ取る事が出来ます。 

 

その一つの方法がアメリカの大学留学でもありますが、この本は、アメ

リカの大学への留学を勧めるのが実は本当の目的ではありません。真の

目的は、偏差値４９以下の人生の習慣をどこかで捻じ曲げ、新しいライ

フスタイルを作り上げ、偏差値５０以上のあなたを馬鹿にしていた世間

を見返す能力を身に着けてもらうためのお手伝いをしたいからです。そ

して１０代では思いも描かなかった良い就職をしたり、企業をして高収

入を得たり、素敵なお嫁さんを貰ったり、病気も無く健康に過ごす道が

あるという事を、知ってほしいからです。 

この本を選んだ事が人生好転の始まりです。 
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悪いけど、１０代って視野が狭すぎるんだ 

 行動範囲の狭さが視野の狭さ 

私ぬのかわともひさが１０代後半だった頃、日本はバブル崩壊後の失わ

れた２０年の真っ只中でした。世の中は悪いニュースに溢れ、家庭内で

も良いニュースは全く聞けませんでした。 

１９９５年、当時私は中学生でしたが、成績も悪く、人間関係もヒエラ

ルキーの下部に属すような友人中心でして、イジメまでは行きませんで

したが、同級生から脅されたり理由も無く殴られたりバカにされたりと

いう事は日常的な事でした。 

この様な状態で私が描く将来とはどのようになると思います？ 

成績も悪い、嫌がらせを受けている、誰も褒めてくれない。当たり前の

ように将来を悲観していました。 

彼女もできる訳がない。つまり結婚なんて絶対に無理そう。就職超氷河

期。一生アルバイトかな。 

こう思うのは視野が狭いから当たり前なのです。 

中学生さんというのは、自宅、学校、塾、最寄り駅、繁華街。行動範囲

が大抵限られています。そしてこの範囲内にて人生を一変させるような

素晴らしい人間関係、アドバイスをくれる師に出会う可能性はどうでし

ょうか？学校の教師は読み書きを教えるだけです。塾の講師も補助的な

ものです。 
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中学生さんが出会うのは、逆に人生の選択を狭める人間関係ばかりで

す。学業の優劣により高校が決まる。両親には「ウチの子には無理

だ。」「それはやめなさい」否定ばかりです。 

中学生さんの行動範囲では、人生の可能性を引き出せる人間関係を築く

のは至難の業です。ですので私の中学時代の様に、日本のニュース、周

りの人間関係、親を見て、その延長線で考えると自分の将来を悲観せざ

るを得ないのです。 

 

視野が狭い時に将来を決めない事 

私が中学生高校生の時は、まさか５年後３年後にアメリカに留学を開始

しているなんて１ミリも考えていませんでした。外国人の友人すらいな

かったので海外を考える事も無かったです。そして高校２年までの英語

成績は史上最悪レベルでした。 

その時に将来を考え、自分の可能性を決めつけると、正社員にもなれな

い、結婚もできない、時給が少しでも安くない仕事が良いといった未来

しか描けなくなるのです。 

自分の状況が悪い時に将来を考えると、将来は状況の延長線上を描いて

しまいます。ですので、視野が狭い時に将来を決めつけてはいけないの

です。 

将来を決める時は、必ず視野を広げてからにしましょう。 
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将来の目標を答えられる中学生と答えられない中学生の

違い 

小学生の卒業文集と、中学生の時の将来の夢を聞くと、夢の天井がかな

り下がってませんか？私は未だに小学時代の卒業文集を持っています

が、小学生の夢を見ると、男子の「三冠王」、「金持ち」、「社長」と

いった夢が並びます。女子は「お菓子屋さん」、「ケーキ屋さん」、

「看護師」が並んでいました。 

中学生になると、現実的な職が並びます。これは全て、中学時代の３年

間で生徒さんの可能性が一気に縮められ、現実的な職を選ぶように指導

されるからです。 

私自身も記憶がありますが、中学生高校生時代にやけに将来の展望を明

確に話せる同級生がいませんでした？中学時代に、柳君というヒエラル

キーが高いが私の様な低い人種にも優しく接してくれる同級生がいまし

た。彼は５名ずつの進路相談ではっきりと・・ 

「将来は弁護士になる。」 

と明確に目標を述べていました。 

この柳君のような中高生さんって目標や夢の掲げ方が２通りあって、ま

ずは両親や親族から好影響を受けている。そしてもう１つは自分の行動

範囲外から良質の情報を得ています。 
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後者の行動範囲外とは、地元・遊び場・バイト（高校生）で出会う人間

以外から成功者の思考を、無意識もしくは意識的に学んでいるという事

です。 

両親や親せきに様々な分野で成功している人物がいない場合、中学生さ

ん高校生さんの可能性の高さを教え、上手く指導できる人物に出有える

可能性は非常に低いです。 

その様な中高生さんに視野を広く高くしてくれる一番の代表格が・・ 

本です。 

 

 行動範囲が狭いまま視野を広げる方法が読書 

本にはもちろん様々なカテゴリーがありますが、視野を広げるのに一番

適している者が、伝記、歴史小説です。偉人から学ぶ事が一番感情移入

出来、作り話が最小に抑えられているため、経験からの学びが大きいの

です。 

私は男子学生さんを対象に話していますので、男子学生さんにお勧めす

るのは、高杉晋作や伊達政宗です。悩みもあり、失敗も沢山してきまし

た二人ですが、良い人間関係を見極め、危機の事前察知、危機対応、全

て命がけで乗り越えた偉人です。その様な人物を書籍から学ぶ事。それ

だけで他の中高生さんとは異次元の土台が出来上がります。議論の進め

方、裏切る人間の悲しい末路、利己主義で生きる人間は失敗ばかり、人

間関係の浅い層深い層、それ以外でも資産構築方法や経済学の話など。 
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男子学生さん、今のあなたの人間関係からこれらの事は学べますか？恐

らく大多数の方が無理なはずです。成功者は確実に本を読み続けていま

す。それは若ければ若いうちに始めた方が成功は早いです。是非とも私

が挙げた書籍、読み始めてみてください。こんな私の本なんか途中で止

めて良いですから（笑） 

 

 ぬのかわともひさが１０代で読んだ書籍 

歴史小説：（山岡荘八著）徳川家康、豊臣秀吉、伊達政宗、高杉晋作、

徳川家光、徳川慶喜、柳生宗矩 

ピーター・ドラッガー：ネクスト・ソサエティ 

ハロルド・ジェニーン：プロフェッショナルマネージャー 

邱永漢さん書籍５冊ほど 

大前研一さん書籍２冊 

ロバート・キヨサキ 金持ち父さん貧乏父さんシリーズ 

城山三郎さん 雄気堂々（渋沢栄一伝） 

その他多数。 

 １０代のアルバイトでは、経営者の思考で仕事をして

いた 

１９歳ごろまでには歴史小説も５０冊以上を読み終ていましたが、その

時々に経営者、経済学者の中で、読みやすい本を読んでいました。 
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その影響か、アルバイトを２，３兼務していましたが私の思考では経営

者視点で職場を見ていたようです。現場の問題点や改善点をマネージャ

ーに伝える事が結構ありました。ただ仕事を待つのではなく、必要な仕

事を作り、無駄な仕事を消すような作業も自発的に行うようになりまし

た。 

従業員思考だと決してこのような事は起こりません。基本的には言われ

た仕事をこなすのが従業員思考です。経営者思考の従業員になると必ず

経費を節減したり、集中すべき仕事が見えたり、余分な時間というもの

が明白に見えてくるのです。 

そうすると当たり前なのですが、私の様なアルバイト従業員の動きが管

理職レベルに目立つようになるのです。結果、私の時給は上がりやす

く、従業員思考のアルバイトの時給は据え置きという事が頻繁に起きて

いました。 

また、留学資金を貯めるために２０代で派遣社員の仕事もしていました

が、派遣期間が切れる際には大抵延長を【相手側から求められる筆頭】

になる事が多かったです。 

このような結果を得たのも、全て読書から来たことです。 

読書は確実に人生の可能性を上昇させ、他者よりも好結果をあなたにも

たらします。男子学生さんが読むべき本は、私のウェブサイトを参考に

して下さい。 

 



| 12  

 

ぬのかわともひさがアメリカの大学留学を決めた

理由 

前章を読む限りでは、アメリカに大学留学を決めた事自体があり得ない

人生でした。なぜ私の様に偏差値も低く、視野が最も低い学生に留学を

決断するという事が起こったのでしょうか？ 

それは父の助言からでした。 

私の父は世の中にも似たような方がいらっしゃいますが、「学校なんか

行かなくても別に良い」という視野の広さを持った人物です。その父か

ら「これからはパソコンと英語だけやっていれば、とりあえずは大丈夫

だ」という事を何度か助言されていました。 

これは私が読書を始める前でしたので、初めて自分の視野の外から得た

人生の救いともいえる助言でした。 

この助言をもとに、日本の大学には一切合格しなかったものの、進路を

英会話とパソコン操作を教えてくれる専門学校に絞ったのです。そして

その専門学校に運よくシアトルにゆかりのある先生がいらして、その方

からシアトル留学の道を提示されました。当時インターネットも全く主

流では無かった１９９７年の日本です。本を読まない私でしたので、調

べ物の仕方も解らなかったのです。そこに経験者として助言をしてくれ

る方が目の前に現れたのは最高に運が良かったのです。 

私にそういったチャンスが訪れたのは、運良く目の前に現れたからっで

はなく、私が常に留学を視野に置いている事、留学の為に様々な事を犠
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牲にして貯金をしていた事を周りが知っていたから、その話が先生に伝

わったからです。そういう行為が無ければ、私自身の存在も先生には見

えませんでしたし、もちろんチャンスが巡って来る事などは有りえませ

んでした。 

 

 一番悩むのが留学先を選ぶ事 

学生さんがアメリカ留学で一番悩むのが、どの都市が良いかです。アメ

リカの市町村は日本の市町村と比べて文化的な差が開いています。例え

ば音楽の街、大学の街、理系大学の街、クリスチャン大学の街、ＩＴの

街、リタイア老人の街などなど。その中から自分の将来に会った街を大

学を探すわけですから、予備知識がない学生さんには大変な労力となり

ます。 

それを私は、専門学校の先生がシアトルを熟知していて、色々説明を聞

いた結果、シアトルでいいや～となりました。当時シアトルは日本では

有名ではなく、中都市として治安も良く、生活費も東京より低い水準で

した。そして日本人選手はいないものの、ＭＬＢ球団があるのが私にと

っては嬉しかったです。（その後、大魔神佐々木主浩投手がマリナーズ

に移籍をした時は歓喜しました） 

あなたがＮＢＡが好きであれば、ＮＢＡ球団のある都市。音楽が好きな

ら音楽で有名な都市。さらにそれらの中で治安が良い場所を選んでくだ

さい。そうすれば候補はかなり絞られます。 
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アメリカの大学は高卒なら入れる 

当時は一度日本の学歴レールから外れてしまった私。何とか元に戻るた

めにアメリカの大学を卒業して、【大卒】という勲章を手に入れるとい

う欲望で満載でした。ただ、受験勉強は本当に嫌いだったので絶対に受

験は嫌だったのです。それが、高校を卒業していれば入学できるという

のは、最大の障壁受験が無いのが非常に魅力的でした。 

入学は本当に簡単でした。願書記入、そして高校から成績証明書を英語

で取り寄せるのは少々面倒でしたが、結局私はＴＯＥＦＬを受けずにコ

ミュニティーカレッジの英語テストによって、付属の語学学校から始ま

りました。 

 

 当時、授業料は大学によって日本と大差なかった 

２０１９年現在のアメリカは、大学が教育ビジネスになってしまってい

るので授業料の上昇が止まりません。年に平均５％の上昇です。 

ですが私が大学（コミュニティーカレッジ）に入学した当時は、１年４

学期取ったとしても１０、０００ドル程でした。勿論生活費がかかって

くるのですが、学費は日本人留学生にとってもまだまだ魅力的でした。 
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現在は学費を見るたびに私はため息ですが、アメリカでの節約方法や、

奨学金を得る方法を知って頂ければ、留学をしたいけど資金面が不安な

男子学生さんの助けにもなります。 

 

アメリカ留学の利点 

 優秀な学生が世界中から集まる 

アメリカに留学をするので、アメリカ人と人間関係を構築する事が第一

の目的と錯覚しがちですが、実は世界からやってくる意欲の高い優秀な

外国人留学生との出会いが、偏差値４９以下の男子学生さんの人生を好

転させる良い仲間となってくれるのです。 

私のシアトル時代ですが、語学力や学習意欲も低かったため、居心地の

良いアジア系留学生と一緒にいる時間が多かったです。特に私が一緒に

いたのは、タイ系の王子様王女様のグループ、香港ベトナム系の圧倒的

競争社会から学習意欲が極上のグループです。 

タイの王子様王女様はともかく金遣いがご立派で、私は偏差値が低いう

えに貧乏学生だったのですが、あの時は何度も食事や遠出に招待しても

らい、１０回に９回くらいは情けない事にお金を出してもらっていまし

た。その分言葉を教え合ったり、宿題の答えを全部教えるなどで補って

いましたが。 
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 成績が上昇し始めた 

そしてシアトルではコミュニティーカレッジ（ＣＣ）に通っていたので

すが、二年次辺りから成績が急激に伸び始めた私なんです。その一因と

なったのが、香港人の彼女が出来たのと、その彼女の友人のベトナム人

が多いグループに属した事です。ＣＣはどの生徒も大体１５時くらいに

は１日３教科が終わっているのですが、その後家には帰らず、１Ｆのカ

フェテリア、２Ｆの図書館、３～５Ｆの学習机がある場所で一緒に予習

復習に励んでいました。 

彼女らのグループに入る前の私は、残念ながら高校時代の慣習が抜けて

おらず、授業後にすぐ帰宅し、１７時から始まるドラゴンボールＺをＴ

Ｖで見ていました。もちろん英語版なので語学的には良いのですが、そ

の間に競争意識の高い留学生は必死に学習をしていたのです。 

彼女のグループに属して以来、彼女がひたむきに教科書に向かっている

ので、私自身も向かう事になりました。やや強制的ではありますが、今

までの偏差値４５の思考行動習慣とは違った行動をとる事になり、結果

成績が少しずつ上昇し始めたのです。 

 人間関係の質が超大幅に上昇 

１９歳までは日本に住んでおり、そこで出会う人間関係は私の偏差値４

５と同じ程度の人たちでした。その人達は私の将来を良くするようなア

ドバイスは１００％出来ないのです。 
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しかしシアトルのＣＣに２０歳以降通い始めてから、私自身人間関係の

質が上がった事を感じ始めます。 

日本人とは殆ど群れなかったのですが、私が現地で出会った日本人留学

生は、基本的には私より偏差値がかなり高い人たちです。 

日本にいたままではそのような人種（笑）とは出会う機会も話す機会も

ありません。そしてそういった人たちと出会う時に、過去３年間で読ん

でいた書籍がとても役に立ちました。私よりも偏差値が高くて年齢が１

～２歳低い子が殆どでしたが、書籍から得た知識でハッタリかまして結

構尊敬されたりって事もありました。 

特に金持ち父さんや、大前研一さんの国際情勢を学んでいた事は大きか

ったですね。 

そして各国の留学生。彼らは学習意欲が高いのでアメリカ留学をしてい

る方たちです。私の様にアメリカに行けば何とかなるという願望的に来

た学生さんは皆無でした。彼らの競争意欲、学習方法、英会話能力、奨

学金の話、転入先の大学・・・当時の私の脳の限界を超える知識を沢山

学ばせてもらいました。 

留学にて無理やり環境を変えた事によって、人間関係の質も一気に上昇

する。これも留学の後醍醐天皇ですね。いえ・・醍醐味ですね。 
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男子学生さんは、都市部でアメリカ人と友人になる事に

期待しない 

地元シアトルのアメリカ人とも仲良くなったことはあったのです。ただ

日本人男子学生が都市部で地元の友人を作るのは中々無い事です。彼ら

と友だちになるには、最低での共通の趣味があり、その趣味に関して話

を出来る英会話能力が必要になってきます。（日本人女子学生さんの場

合は、色々と下心でアメリカ人が寄ってくる場面を何度も見ました。） 

 

私の最初のアメリカ人の友人たちは、ＣＣの同じクラスにいた、いわる

ゆファンタジーゲームオタクでした。（ロードオブザリングのゲームを

彼らが楽しくプレイしていたのを覚えています。）そして日本のアニメ

も多少好きだったらしく、日本人である私が仲間に加えられたのです

が・・・正直全然楽しくなかったです。日本に興味を持ってくれるのは

嬉しかったのですが、学業の話が全然なかったのですね。彼らといる事

で学習時間も取れないし、例え人間関係を築くチャンスとはいえ、内容

がゲームとアニメでは私もそこまで詳しい分野の内容ではなかったの

で、自然と別れました。 
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 中堅大学でも十分世界で通じる 

まず私の様に偏差値が４９以下の学生さんには、各地のＣＣから始める

事を勧めています。その後四年制大学に編入をするのですが、私は「良

い大学」と言われるようなトップランキングに入る大学は最初から目指

していませんでした。ランクの低すぎる大学では勲章にならないのでさ

すがに目線は上げますが、とりあえずは中堅と言われるような大学を目

指していました。 

そして、アイダホ州州都にあるボイシ―州立大学（Boise State Univer

sity）に転入をしました。当時ＵＳニュース大学ランキングにて、西地

区６０位ほどでした。米国全土でも恐らく２００位以内には入る大学で

す。米国は２０００以上の大学がありますので、２００位以内はまあま

あと言った数字でしょうか。 

最初は大都市シアトルとは全く違った文化に萎えて苦しんで転校しよう

と思ったのですが、歯を食いしばって残ったのが功を奏し、会計学で卒

業をしました。同時期に卒業した日本人２０名ほどは、みんな米国内や

日本国内企業に就職を決めていました。私も皆さんより年齢が７歳ほど

高かったにもかかわらず、米国内企業からお誘いを２件ほど頂いていま

した。 

結果、偏差値４５が力を振り絞って卒業するようなアメリカの中堅州立

大学でも、就職の機会がしっかりあるという事です。また、アメリカの

大学というのは地元企業との結びつきが非常に強いです。参考に、私が
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卒業したボイシ―州立大学ですが、周辺にＨＰやマイクロンと言った理

系技術に強い大企業が存在していたので、必然と大学は理系に力を入れ

ます。優秀な理系卒業生が生まれ、その卒業生を大企業がしっかりと受

け皿で雇用するという良い循環が生まれています。その卒業生には留学

生も普通に含まれているのです。 

そして英語が出来れば世界中の支社での活躍が期待されるわけです。看

護師の在学生は、アフリカにインターンに出かけたりします。アメリカ

の大学に在学する事で、逆に世界を肌で感じる事が出来、世界での活躍

の道が開かれます。 

 

アメリカ留学はお金がかかるから、お金を貯める

よりまず最初に行う事 

 現在一般的な回答ですが、アメリカの大学留学にかかる費用は最低４

００万円×４年の１６００万円を見ておけ、というものが多いです。こ

の金額に驚いて留学計画を止めたり、フィリピンなどで語学留学に留め

てしまう学生さんが非常に多いです。 

勿体ないですね。１６００万円はある意味本当なのですが、机上の空論

です。アメリカの大学は昔に比べたら寛大さはありませんが、まだまだ

留学生を支援してくれる大学も多いです。その様な大学を選び、平均以

上の成績を修めて無償奨学金を貰う。それだけで３００万４００万円が
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節約できることだってあるのです。１つの情報に左右されず、沢山の意

見に耳を傾け、その中から信頼できる情報を習得する習慣を身に付けま

しょう。 

 

 節約する事を覚えよう 

私にとって節約とは楽しい言葉ですが、一般的には辛い行為かもしれま

せん。節約には生活のダウングレードが伴います。でも留学資金の厳し

い学生さんは、少しでも節約をしなければ学費を用意する事が出来ませ

ん。その為、現状辛くても将来の喜びを胸に置き留めてください。私が

前章で楽しい話題をしたのも、留学する事を楽しいと感じてもらえれ

ば、日本での苦難を乗り越えられると思っているからです。 

節約を続けるコツは、小さく少しずつ行う事です。例えばコンビニでペ

ットボトルの清涼飲料水を毎日買っているとします。それをペットボト

ルの水に変えるだけで節約になります。そして、節約した事で自分を褒

めてあげてください。喜んでください。何でもいいんです。ああ、財布

さんが喜んでいるとか変な事を考えても。辛いという感情を残さない事

がコツです。 
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 節約は、正反対の事を好きになれば簡単にできる 

 私は２０代中盤までは、マクドナルドが本気で好きでした。ポテトに

惚れすぎていて、常にポテトメインでポテトをおかずにハンバーガーを

食べているような状態でした。アルバイトを始めたら自分でお金を使え

ますから、かなりの頻度でマクドナルド通いです。 

しかし現在は大きな変化を遂げています。２０１９年で４０歳になりま

すが、過去１０年、殆どマクドナルドで食事をしていません。アメリカ

の運転中夜によっぽど変な店しかない時に仕方なくマクドナルドとか、

日本で暑い時寒い時にアイスやホットのコーヒーを頼んで店内で休憩さ

せてもらう時くらいです。 

今ではマクドナルドが嫌いで仕方ないのです。 

なぜこんな思考になったと思います？店員に嫌なサービスをされたか

ら？消費期限の切れた鶏肉を食べさせられたから？ 

全く違います。 

医学博士やジャーナリストが書いた健康に関する本を５～６冊読んだ事

がきっかけで、マクドナルドの様な食品は健康を非常に害する事を学ん

だからです。 

私は小児の頃から喘息に悩まされ、時には命を絶ちたいという感情も一

瞬湧くくらい苦しんでいました。病院へ行っても抑える薬は貰えるもの

の、治せると言われる薬を飲んでも一向に治りません。薬漬けの毎日に

本当に心が萎えていました。 
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そんな諦めかけていた時に、鶴見隆史医師の書籍を読み、本に書いてあ

る事を全て実践したら１年以内に喘息が発症しなくなったのです。その

実践した内容に、ファーストフードから離れる、という事を行っていま

した。それ以来私はファーストフードを病気の根源で敵で悪と認識し、

よほどのことが無い場合には利用しないと誓いました。 

この様に、好きだったものを嫌いにする事は可能なのです。 

節約も同じです。その為には嫌いな事を好きになる理由が必要になりま

す。私の場合は健康によってマクドナルドが嫌いになり、大学を卒業す

るための資金が生まれるで、節約が好きになりました。 

 

 外食や中食は無駄の最悪部類 

１０代の男子学生さんの殆どが外食や中食が好きだと思います。そんな

に高くない食品を買っているから大丈夫だと思っているでしょうけど、

安い物には必ず悪い部分が隠されています。 

原材料に栄養素が無い、時間が経っていて新鮮ではない等。また安いと

思っても、実際自分で作った方が安く新鮮に出来上がる事が多いです。

自炊した場合、味は・・・練習が必要ですね。ただし調味料を入れ過ぎ

ない事です。余計なコストになりますし、体にも悪影響です。 

そして、外食中食を敵だと思ってください。 

外食中食って、皆さん料理の原材料だけの値段を払っているのでは無い

のですよ？特に外食は、店の土地代、建設代、固定資産税、家賃、電気
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代、ガス代、水道代、人件費、材料代、食器の購入費、店内の装飾費、

机代、椅子代、広告費、洗剤代、お箸、スプーン、フォーク代、全てが

含まれて食事の料理になっているのです。 

外食で１回食事をするたびに、学生さんあなたが節約できたはずの利益

が店側に移ってしまうのです。それを１００回でも２００回でも続けた

ら数万円単位のお金の損です。その間自分で自炊をすれば、料理を学

べ、節約する事も出来ます。また、料理が出来る事は将来の恋愛にも確

実に有利に働きます。外食を続けるという事は、確実に将来の結婚相手

の幅を減らしています。 

時間の節約を言い訳に外食を利用する人もいますが、例えば生ラーメン

なんてもやしなどのトッピングを用意してもお湯さえ事前準備していれ

ば１０分以内で調理できるようになります。これは私がそうですから間

違いありません。 

日本にいる準備期間のうちに自炊１週間分を学びましょう。アメリカで

は外食はチップも含めて高くなります。フードコートやファーストフー

ドばかりでは油や糖分の摂り過ぎで必ず病気になります。 

今外食中食で楽をせずに、楽しい将来の為に是非とも無駄を省いて自炊

をして下さい。 
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 節約とは、３つの贅肉を削ぎ落す事 

（体の贅肉・人間関係の贅肉・支出の贅肉） 

節約が一気に進行する方法を教えます。それは３つの贅肉を削る事で

す。 

まず最初は文字通り体についている贅肉です。 

本当は私が紹介する医学博士などの書籍を読み、納得の上で実践するの

が一番なのですが、ここでは最低限のことをお話しします。そして忘れ

ていませんか？私は偏差値４５です。偏差値４５が３つの贅肉の落とし

方をアドバイスできるようになったのも、全て読書の賜物です。是非と

も今回の章は、今後の読書の意欲につなげてください。 

贅肉が付いているというのは主にカロリーの摂りすぎです。ダイエット

の為に運動して痩せようとしている人がいますが、間違いです。まずは

食べ物の種類を少しずつ変化させながら、量を減らすのが最適です。 

運動をするとお腹が空いてしまい、結局は余計に食べてしまい体重が減

らないのです。 

また、ダイエットをしたい人に限ってサプリとか健康食品を食べて痩せ

ようとする人が沢山います。完全に企業の広告に洗脳されてますね。 

まず痩せるためには、体にある余計なものを全部排出しないといけない

のです。 
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例えば物で溢れた汚い部屋があるとします。綺麗にしたいと考えている

人は何故か収納や棚を買ってきて、そこに物を置きます。それではだめ

なのです。一見部屋が綺麗になっても、物の数は減っていません。むし

ろ部屋は狭くなっています。本当にしなければならないのは、元々あっ

た収納や棚から物を全部ばら撒いて、収納と棚は真っ先に処分。物の行

き場がなくなるから、最低限の物だけ残し、後は処分するしかありませ

ん。そうやって部屋から物が消え始めるのです。 

食べ物を減らす。中の物を出す。それだけで人間はしっかり痩せます。

まず最初に、小麦系の炭水化物、砂糖の入った食品飲料を大幅に減らし

てください。植物＞乳製品＞動物性のタンパク質を多めにとって下さ

い。発酵食品も意識的に食べてください。牛乳ですが、これは健康系書

籍を読んでください。私は牛乳を飲むのをやめて１２年ほど経っていま

すが、骨に悪影響は全くありません。ですが学生さん、あなたが飲み続

けるか止めるかは必ず健康系書籍を読んで判断してください。 

お腹の中の物を出すには、飲料は白湯、もしくはお湯で作られるものを

中心に飲んでください。ジュースは健康には最低最悪の飲み物です。ジ

ュースと言われるもので良い物は、自宅で作るフルーツや野菜を使用し

た、酵素と繊維たっぷりのジュースのみです。 
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人間関係の贅肉 

人間関係の贅肉はあなたから無駄な時間、無駄なお金、無駄な情報、そ

して成功しないマインドを植え付ける最悪の贅肉です。 

男子学生さん、今のあなたの周りに将来素晴らしい成果を残すために

色々と相談できる相手がいますか？１０年後に必要なスキル、留学に必

要な考え、お金の貯め方、残し方、医者抜きで健康になる方法、持病を

治せるかもしれない方法、YouTubeで収益をあげる方法、投資術など

など。 

こういった知識って、男子学生さんあなたが見えてないだけで、世の中

に転がっているのです。もう一度言います。本当に見えていないので

す。見えないのですよ。そもそもそういう情報があるのを知らないの

と、若しくはそういう情報が周りに見えていたとしても、１週間で出来

るとか、ワンクリックで簡単に！など、質の低い人間の最下層の感情に

訴えているのみの情報です。 

悪い情報ではなく、本当に人生の成功に役立つ情報を直接教えてくれる

仲間、書籍や学習会を紹介してくれる先輩、今後必要なスキルや学習法

歩を導いてくれる両親や教師、周囲に揃ってます？ 

江戸時代末期の長州藩の若者は、みんなで国の将来をどの様に良くする

かと日夜議論していたのです。皆さんはスマホで友だちと話すと思いま

すが、少なくとも自分たちがどうすれば将来金持ちになったり良い仕事

を得られるかという事を話し合えてますか？ 
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話し合えてなかった場合、その人間関係は何のためにあるのでしょう

か？自問自答してみてください。その人間関係は、遊びたい欲求、１人

になりたくない欲求、そういった「今良ければ良い」という欲望を満た

すためだけに存在していませんか？ 

もし、偏差値４９以下の人生から脱却したくなければ、今の人間関係を

続けてください。しかし、抜け出し、今まであなたをバカにしていた周

囲の人間を見返したいのであれば、まずは自分の周りの人間を入れ替え

なければなりません。その為に、男子学生さんあなた自身も能力を少し

ずつ向上させなければなりません。 

今の人間関係を少しずつ薄くしてください。その空いた時間は、一人で

読書してください。 

一人でいると、最初は周りに人が居ないという辛く寂しい思いもありま

すが、それは良い症状なのです。 

前の章で挙げましたが、正反対の事を好きになるのです。空いた穴は直

ぐに埋まります。そして穴が埋まればそこに知識という土台ができま

す。土台が出来れば、レベルの高い人の話についていく事が出来ます。

そこから質の良い新しい人間関係が始まるのです。 

 

支出の贅肉 

今の日本は収入が５０億円あって支出を１００億円している状態です。

この１００億円という異常なまでに異様な贅肉。全て国民が政治家監視
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を怠ってきた事が原因です。この様に政府でも企業でも一般市民でも、

引き締めなければ支出というものは勝手に上昇してしまいます。これは

人間は一度良い生活を味わうと、ダウングレードが難しいという特徴も

あるからです。 

「ダウングレード」質を下げる事。私は凄く好きです。それはすなわち

支出を下げる事にも繋がり、下がった支出は富を生み出す資産の方に回

せるからです。 

私はコンビニをほぼ利用しなくなって１０年以上経ちます。コンビニを

利用するのはホットコーヒーを学習会などで飲みたくなった時程度で

す。コンビニに売っている食品で健康なものはゼロなので、コンビニ食

品は一切口にしません。これだけで一般人と比べて節約量は恐らく１年

でも少なくても数万円違うのではないでしょうか？ 

特に都市部の男子学生さんは、コンビニ無しの生活はほぼ不可能ではな

いでしょうか？ここで「無理だ」と考える学生さんと、「どうやったら

できるの？」と考える学生さん。 

「無理だ」と考える学生さんは、成功確率が１０％も満たないです。 

成功できる学生さんは「大変そうだな・・でもどうやったら出来るんだ

ろう？」と思います。 

「無理だ」学生さんは、出来ない理由をさがします。「どうやったら出

来る？」学生さんは、どうやったら出来るかという方法を探します。 

コンビニを利用しない人間になるのは、コンビニをトコトン嫌いになる

事。 
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 ぬのかわともひさがコンビニを嫌悪する理由 

・パスタの消費期限が３日後とかどれだけ防腐剤使ってるんだ？ 

・スーパーのじゃがりこ８０円でかえるのが、コンビニだと１５０円。

消費税約１００％払っているのと同じ。高すぎ。ひどすぎ。 

・２４時間営業が資源の無駄遣い。時間によっては１時間の客が数名の

場合もある。世の中の無駄 

などなど。そして私はコンビニをこう呼んでいます 

「社会の成人病」 

と。便利を追求しすぎて、無駄に支払いをし、栄養素の低い食品を食べ

てはいけない時間に食べてしまう場所がコンビニ。 

はい。主観が入っているいないの判断は読者さんに任せます。嘘でも本

当でも良いのです。これが私がコンビニを嫌いな理由であり、この理由

が頭にあるうちはコンビニの利用度が１年に１０回も満たないのです。

その為、無駄にお金を払わないので他者と比べて節約をしっかりと出来

ているのです。 

ですが、男子学生さんにコンビニ利用を止めろとは言いません。利用せ

ざるを得ない時は、「ダウングレード」してほしいのです。例えば清涼

飲料水（という名のただの砂糖水と着色料）を飲む際は、なるべく水に

変更してください。それだけでも節約になり、さらに健康への悪影響も

抑えられます。（ペットボトルも溶けやすい性質であり、健康とは言え

ない場合があります。） 
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支出を抑えれば、部屋に無駄なものも減ります。綺麗な机、綺麗な部

屋。これも偏差値４９以下からの脱却の第一歩です。 

 

 アメリカ留学手続きは全て自力で行う覚悟を 

私自身が偏差値４５の高校生でしたので分かるんですが、学歴の低い男

子学生さんは、成功体験というものが特に不足しています。ちっちゃい

成功体験はあるのですが、この場合は人さまから褒められる成功体験の

不足です。私の様に１９９４年の巨人軍背番号を暗記できていた、とい

うのは褒められるわけはありません。 

この様な男子学生さんが、もし自分の力だけでアメリカ留学手続きを達

成したら、想像もできないような達成感を味わうこと出来ます。そして

１人で成し遂げたという自信を得られることが出来るのです。 

私は１９９８年というインターネットがまだまだ全盛では無かった時期

に、自力でアメリカ留学の手続きを成し遂げました。もし当時留学斡旋

業者を利用していたら、手数料は１０万円以上取られ、脅されて余計な

サポートまで買ってしまっていたと思います。 

自力で語学学校に願書を出し、自力でパスポートを取得し、自力でビザ

を申請、自力で航空券を購入。文字で書くと他愛も無い事ですが、６か

月もかけて１人で一つ一つコツコツと達成を積み上げていきました。書

類が届くたびに達成感による嬉しさがこみ上げてきたのを覚えていま
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す。業者に丸投げしていたら全く得られなかった喜びと自信です。そし

て手元には業者を利用しなかった節約分のお金が残る訳です。 

 

インターネットの時代に業者なんて必要ない 

今は検索によって殆どの答えが無料で手に入る時代です。私も大学時代

の宿題で、分からないものは検索力で答えを探していました。 

アメリカの大学留学の情報はもう、業者の集客セミナーに出向かなくて

も、自身でネットを駆使すれば得られます。また、手続き手順も検索で

理解できます。ネットが整備されてなかった時代の偏差値４５の私がネ

ット無しで手続きを終えたのです。ネットのある今の男子学生さんが手

続きが出来ないわけがありません。今はＦｅｄｅｘとか国際料金でＦａ

ｘを利用する必要もありません。必然的にネットのお陰で手続き費用が

節約されているのです。業者を使わずに節約をしましょう。前章でも書

きましたが、達成感と自信も得られます。この２つは特に偏差値４９以

下の男子学生さんに必要です。 
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偏差値４５の習慣のまま人生を過ごしてはいけな

い（この本で偏差値４９以下の１０代のキミに一

番伝えたい事） 

 偏差値４５の習慣だったらアメリカの大学は卒業でき

なかったコミュニティーカレッジ（ＣＣ）で最初の壁に

ぶち当たって玉砕した 

ＹｏｕＴｕｂｅ映像でも成績表をお見せしていますが、私ぬのかわとも

ひさのＣＣ時代初期は、落第生でした。 

これはアメリカ時代でもまだまだ偏差値４５の思考行動習慣で過ごして

いたからです。日本の高校時代は午後５時からのシティーハンターとル

パン三世をテレビで見るためにダッシュで帰宅していたわけですが、米

国のＣＣ時代の初期は私は同じことをしていたのです。午後５時からカ

ートゥーンネットワークにて、ドラゴンボールＺが英語で放映されるの

で、それを楽しみに毎日帰宅していました。もちろん英語なので多少の

語学学習にはなるのですが、気円斬とか太陽拳の英単語を学んでも実生

活では役に立たないのです。 

そして結局ＣＣ付属の語学学校も得点が足りず、私は１年ほど日本に逃

げ帰っていたのです。 
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 自ら居心地の悪い場所に飛び込む 

充電期間の１年間。アルバイトや派遣をこなしながら、５０冊ほどの本

を読んだと思います。現在の私でしたら、なぜダメだったかという原因

究明と対策を考え抜くのですが、当時はそこまで能力がありませんでし

た。その様な技術はありませんでしたが、読書を続けたことで人間的な

土台は積みあがった事は確かです。 

コミュニティーカレッジに復活後、まずは学習できる事の喜びを感じて

いました。そして日本人以外の留学生や現地の学生が周りにいる事を幸

せに感じました。土台が上昇した事によって、さらに上昇させたいとい

う学習欲に飢えていました。そこから変化が起こりました。同じように

学習欲に溢れる留学生との出会いが始まったのです。 

１年前は、ドラゴンボールを見るために授業が終わったらすぐにバスに

飛び込む生活だったのですが、当時交際していた香港人の彼女を含め、

質の良い留学生たちは、授業後は図書館の学習机に座り、午後５時６時

まで復習予習宿題を行っていたのです。以前はそういった学生さん達は

目に入らない私だったのですが、復帰後は学習を継続する留学生の輪に

入り始めたのです。最初は居心地が悪かったです。３時間も４時間も机

に座って学習という習慣がありませんでしたから。 

しかし、優秀な留学生が見える場所で学習を続けている。見下されたく

ない。という気持ちで、私も机から離れず、学習を続けていきました。

その優秀な留学生の中には日本人の直史（なおと）さんもいた事も大き
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いです。１年前の私だったらアホすぎて相手にしてもらえなかったはず

です。それが私に土台が出来ていた事で、大前研一さんの話にもついて

いけました。日本の政治の話にもついていけました。他の留学生たちと

も、将来に向けた話を出来るようになっていました。 

私はまだまだ思考が変わったばかりなので、優秀な人たちの輪に加わる

のは自分の足りなさが露呈してしまい、居心地が悪い事は確かでした。

しかし、彼らといる事で確実に成績が上昇しました。将来についても少

しずつイメージが湧いてきました。 

 

 優秀な人を周りに置く 

「クラスルームで自分の成績が１番だったら、そこはあなたのいる場所

ではない。」何てことを言った偉人がいました。誰かは覚えていませ

ん。周りには常に自分より優秀な人物がいないと、あなたの能力は向上

しないという事です。 

誰が優秀で誰がそうではないかというのは中々判断が付きません。です

がアメリカの大学に留学している学生さんであれば、良い判断基準があ

ります。 

それは、留学生です。そしてその留学生の母国が学歴超競争社会である

かどうかです。私の時代で言うと、香港の学生は特に厳しい学歴社会を

生き抜いていたというのを肌で感じました。前章の直史さんも私より８
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歳ほど年上で厳しい入試時代を経験した方なので、学習に対する気合は

半端なく半端なかったです。 

 ぬのかわともひさが偏差値４５の習慣から脱却した瞬

間 

厳しい学歴社会で競争して来た香港人は特に学習意欲が高かったです。

ＣＣ時代私は１人の香港人女性と付き合い始め、毎日毎日朝から夕方ま

で一緒に学習をしていました。図書館や４Ｆ５Ｆの学習机。お腹が空い

たら一緒に安い食事をとり、机が一杯で空いてなかったら近所のスター

バックスでモカを一緒に頼み、夜までお互いの教科を静かに学習するわ

けです。土曜日も学校で一緒に過ごし、友人と集まり、学習、お喋り、

学習、お喋りという時間を過ごしていました。日曜日は学校が休みだっ

たので、お互い課題が多ければＣＣ側のスタバで昼から一緒に学習を

し、何もなければ一緒に街を歩いていました。 

私一人だったら恐らくあそこまで学習に時間を割いた事は無かったでし

ょう。これも超競争社会出身で学習する事が習慣化していた女性と付き

合ったから、そしてその友人も彼女と同じような学習魔だったことも幸

いでした。私にとっては一緒に机に向かう事がデートみたいなもんで、

余計なデート費用が発生しなかった事も助かりました。 

自分より優秀、自分より意欲の高い人。そういう私たちと違った「人

種」の周りにいるように心掛けましょう。最初は居心地が悪いですが、
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それはあなたの土台を築く事で解消されます。そして、行動が続き習慣

化すれば成績は必ず上昇します。 

 

アメリカの大学で３年生くらいになって初めて将

来をイメージし始めては？ 

私自身が偏差値４５の思考行動習慣から脱却した状況を読み、どの様に

感じられたでしょうか？偏差値４５でも、環境の変化により、そして自

身の継続の読書によりアメリカの大学にて自分より先を行く優秀な学生

に追いつく事は可能なのです。 

この時点で自分の将来を考えるのと、冒頭でお伝えした１０代の偏差値

４５で世の中を全く知らない状態で自分の将来を考えると、どのような

違いがあるのでしょうか？ 

アメリカで成績が上昇し始めた時点で、私は世界中からの優秀な留学生

に囲まれていました。彼ら彼女らが今後どのような大学に行ってどのよ

うな仕事に就きたいかという話を何度もしていました。その中で私自身

もヒントを貰えているわけです。イメージが湧く職業も出てくるわけで

す。そしてその職業の給料や職場のイメージも湧きました。その様な思

考は偏差値４５の１０代とは全く異次元のはずです。ですので、偏差値

４５の１０代で将来を決めてはいけないのです。 

余りにも【見えていない】からです。 
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アメリカの大学３年、すなわち私はすでにＣＣを卒業、そして四年制大

学に編入していましたので、会計学をバリバリに学び始めていたので

す。 

この時点で私が描いていた将来ですが、実際は会計学で就職を目指して

いたのではなく、会計学はあくまでも企業の財務状態をチェックする能

力を得るためと考えていました。そしてその能力の元、企業の株を買っ

たり、ビジネスを買ったりという将来を考えていました。これは偏差値

４５の１０代では確実に考えられなかった事です。ここまでの変化を遂

げた事を、今この文章を書いている私自身が驚いています。 

 

この時点で、私の視野は１０代の時とは全く別物です。１０代では正社

員すら見えなかったのですが、大学３年時では就職をするとしたら会計

税理、もしくはコンサルタントをしている将来が見えました。たとえ就

職しないとしても、会計知識を生かして少なくとも投資をしている将来

だけはしっかり見えました。 

大学三年次では、専門的な学習が始まります。その学習が始まってか

ら、自身の進むべき道が見え始めるのではないでしょうか？ 
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 周囲から消えて、周囲に生まれたもの 

大学３年の時点で、私には自身の足を引っ張る人間関係は一切存在しま

せんでした。一時的な快楽を得るために飲みに行って社会の愚痴をこぼ

したり、何の学びも無い映画を見に行ったり、目を悪くするだけのテレ

ビゲームの誘いなどは一切ありません。 

私にあったのは、一緒に予習復習宿題をする仲間、大学院の情報を教え

てくれる留学生、国際情勢を話し合う友人、親のような愛情で接してく

れる現地のアメリカ人。 

また、自分の良い部分をしっかりと引き出してくれるアドバイザー、節

約志向で絶対に怒らず、ネガティヴな言葉は絶対に発しない、発しても

すぐに打ち消す将来の奥さん。 

人だけではありません。継続して学習してきて良かったです。Boise St

ate Universityでは、２０人しか受け取れない無償奨学金を、会心の小

論文で勝ち取りました。その奨学金は３年間頂きました。その間の私の

財務状況は本当に助かりました。年に８０万円程節約できたのですか

ら。これも下らない人間関係から離れた賜物です。 

 

 １０代というのは野球だとまだまだ１回の裏 

１０代の学生さんがいじめにあって自殺してしまうニュースを聞くたび

に心が痛みます。学校と自宅という狭い世界。その中で本人の今後の大
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成功の可能性というのはどうしてもイメージできません。ですが、生き

続けてほしいと願っています。人生まだまだ８０年は続くのです。１０

代というのは野球とか言うスポーツで例えると、まだまだ１回の裏で

す。阪神タイガースが今より暗黒時代だった時、３点ほど先制されると

もう諦めムードでした。しかし１０代の学生さん。そんなタイガースで

もその後優勝する事が出来ました。 

最初の章でお伝えしました。視野が狭い時に将来を決めつけないでほし

いと。学生さん、あなたの人生は今後も２回裏３回裏４回裏と続いてい

くのです。表の回は世の中の同じ年齢世代の人たちです。例えば偏差値

の高い学生なんかは１回の表で１点２点、凄い人なら５点６点取る訳で

す。だからって彼らの殆どが大学を終えたら学習などしなくなります。 

 

ですが偏差値が４９以下のあなたは２回の裏、すなわち２０代も学習を

続ければ、あっという間にランナーが貯まって満塁ホームランです。コ

ツコツ満塁ホームランを打てばよいのです。しかも人生の満塁ホームラ

ンは４点ではありません。努力次第で８点も９点も入るのです。 

私は２０１９年で４回の裏に突入しましたが、どう考えてもどう客観的

に見ても中学生の同級生を追い抜いています。偏差値４５だった１９９

０年代、いじめまでは行きませんでしたが、ヒエラルキーの高かった同

級生の今井、大場、大門、山谷、村田からは頻繁に暴力を受けてまし

た。完全に彼らに負けていました。しかし視野が狭いままでも自殺なん
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てことは一切考えませんでした。（勝てるなんてことも考えていません

でしたが）。 

 

チャンスは平等に確実にやってくる。 

ともかく、生き続けたのです。そうしたらチャンスが勝手にやってき

て、波に乗ったらアメリカの大学卒業、国際結婚、書籍出版です。必ず

様々な形でチャンスというものは誰にでもやってきます。「やってこな

い」という人は能力が足りなくて見えてないだけなのです。ですので、

あなたは既に何度もチャンスを逃してますが、これから逃さないために

も能力を身に着け続けなければならないのです。 

 

 同期の３０人程の日本人は、殆ど国内海外で就職先を

しっかりと見つけた。 

アメリカへ大学留学をする学生さんの心配は、日本のタイミングのレー

ルから外れてしまうので、ちゃんと就職できるかという不安がある事で

す。 

私の経験上、州立大学在学中に約３０名の日本人を見ていましたが、全

員がアメリカや国内で就職を新卒で勝ち取っていました。私自身も現地

から２社お誘いがありましたが（日本での就職活動はしませんでし
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た）、英語の生活に疲れていたので日本に帰って起業しました。今ほど

売り手市場では無い時期です。一流大学でなくとも、アメリカの中堅大

学を平均以上の成績で卒業見込みであれば、企業はしっかりと見てくれ

るのです。日本国内の大学生よりかは確実に買いなのです。 

 

偏差値なんて頭の良いアホが勝手に決めた物差し

の中で生きるな！ 

 偏差値などなんの物差しにもならない 

偏差値というのは、”頭の良い”アホが開発したものです。こんなもので

学生さんの人生の成功は測れないのです。偏差値４５の私がまさかアメ

リカの大学を卒業するなんて誰も考え付かなかったでしょう。 

偏差値の低かった与沢翼さんが、まさか早稲田大学に入学するとはだれ

も想像つかない事でしょう。偏差値は、過去のテストの結果だけを見

て、「過去は成績が悪かった」という指標です。今後の将来を決めつけ

るものでは一切無いと断言します。将来の成功は、正しい長期目標を定

め、中期短期目標を達成するために「思考」「行動」「習慣」を変える

事だけで達成できます。本当にそれだけです。 
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 偏差値が低い息子さんを追い詰めない事 

あなたの偏差値が低いのは、あなたに責任は一切ありません。いいです

か？あなたの責任はゼロです。誰の責任か？全て周囲の人間の責任で

す。周囲があなたが学習できるようなモチベーションを与えてくれなか

ったからです。周囲が学習を継続する必要性を教えてくれなかったから

です。周囲が一緒に学習しようと誘ってくれなかったからです。 

もしご両親が本書を読んでくれていましたら、「おまえは出来ない子

だ」「大した子じゃないから」という言い方は本日で止めてください。

これからは「出来る子だけど学習時間が足りないだけ」と言った、○○

という理由があったから出来なかった、というニュアンスに変えてくだ

さい。この様な言い方だと、出来なかった理由が見つかるのです。機能

脳科学の苫米地英人博士のやり方です。「私は頭が悪い」→「私は本を

読んでいないから頭が悪い。」じゃあ本を読めば知能が上昇する、とい

う答えが弾き出せます。 

そして男子学生さん、人間関係を一新する事です。周囲を変えればあな

た自身が変わりそうな感じがしません？まさにそうなのです。３つの贅

肉の章にて人間関係を断ち切るとお伝えしました。遊んだり愚痴しか言

えない人間関係を壊しましょう。そして、未来志向で節約志向で成功思

考でポジティヴ会話をする仲間を少しずつ増やしていきましょう。 
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 スタートは低くたっていい 

人とか馬や車の競争でも、スタートで躓く事はいつでも見かけます。 

しかし途中の実力さえあれば、他の人馬を抜き去ってトップでゴールを

します。偏差値４９以下は確かにスタートで躓いた感があります。しか

しそれはテストの結果だけです。男子学生さん、あなたにはかならず個

性の長所という武器があります。必ず人に勝っている部分があります。

その長所を伸ばしつつ、正しい人間関係を周りに求め、私の様に変化す

る生き方を教えてもらい、行動し、習慣にすればよいだけです。 

 

高杉晋作さんは歴史に名前を残した有名人ですが、実は若いころは悩み

に悩んでいたのです。人と比べた時に自分に長所が見えていませんでし

た。剣術では桂小五郎に叶わず、態度姿勢でも聖人君子と言われた久坂

玄瑞とは大きな開きがありました。そんな晋作でも、自分の短所と言わ

れた部分が実は大きな長所であった事が分かり、その長所に従って大き

く羽ばたいていきました。 

どんな人間にも必ず伸びない時期があるものです。ですからその事に悩

むのではなく、どうすればそれが長所になるのか、どうすれば今の習慣

から脱却できるのか。この本ではそれをお伝えしてきました。 
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 偏差値４９以下の生き方を必ずどこかで変える事 

私はシアトルのコミュニティーカレッジ前半は、散々たる成績でした。 

成績をYouTube上で公開していますので、是非ご覧になって下さい。 

【１０代男子学生限定】大学の成績表を全て公開します：偏差値４９以

下の米国大学留学コンサルティング 

https://youtu.be/Gd1coM60kcU 

なぜ散々な成績だったのかというと、偏差値４５の生活が身に染みてい

たからです。 

本書をお読みの男子学生さんも、必ず偏差値４９以下になってしまう生

活習慣が存在します。かならずその習慣は改めなければ、結局はあなた

の人生は偏差値４９以下になってしまいますよ。 

偏差値４９以下の会社に入り、偏差値４９以下の給料をもらい、偏差値

４９以下のお嫁さんをもらい、もらえないかも、偏差値４９以下の不健

康状態になり、偏差値４９以下の退職金を貰い、多分もらえないでしょ

う、偏差値４９以下の病気になって、偏差値４９以下の墓に入る。 

この流れ、何処かで早めに変えましょう。 

少なくとも大学在学中に変えたいものです。そうすれば質の良い奥さん

を貰い質の良い仕事を得る事が出来ます。、質の良い奥さんとは、悪い

言葉や愚痴を言わず、夫の成長の助けをしてくれる存在です。質の良い

仕事とは沢山の人を助け、感謝される仕事です。松坂世代を象徴する投

手が、２０１９年非常に苦しんでいますが、彼に家族のサポートがあっ

https://youtu.be/Gd1coM60kcU
https://youtu.be/Gd1coM60kcU


| 46  

 

たらもう少し状態が良かった事でしょう。それだけ、良い伴侶を得ると

いう事は人生の成功でも重要なのです。 

今の状態では見えない世界でも、自分の視野を高めるために能力を継続

して高めていきましょう。 

 

 いきなり変えようとしないで 

三日の坊主という言葉がある通り、人間ってなかなか継続が効かない生

き物なのです。三日坊主を避ける方法を伝授します。それは、いきなり

【一気】に生き方を変えない事です。 

例えば、運動不足だ！体重がやばい！という人は、明日から毎日５キロ

走る！という目標を掲げます。そして明日・・・５キロはきつかったか

ら１時間かけて３キロ走った。ふうやれやれ。次の日・・・昨日３キロ

走ったから十分だ。今日は１キロ走ろう。そして次の日、久々に運動し

たから筋肉痛になった。今日は休もう。そして休み休み休み。その後走

らなくなります。これは急に変化をしようと体に無理を強いた事が原因

で、体が拒否を起こすのです。 

人間にはコンフォートゾーン（快適な空間）という物が恒常性維持機能

により存在しています。この人は走らない事がコンフォートゾーンだっ

たのです。それをコンフォートゾーンの外に飛び出して走ってしまった

ので、体が直ぐにコンフォートゾーン内に戻るような思考を脳が与える

のです。 
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新しい事を継続したい場合は、一気にではなく、徐々に始めていく事

で、コンフォートゾーンを一緒にずらす事が出来ます。先ほどの走る人

の場合ですが、いきなり走らなくて良いのです。朝日を浴びながら、ス

マホでセミナー音声を聞いて２０分歩いてください。朝日から日光を浴

びる事でビタミンＤを摂取出来、交感神経もゆっくりと刺激され、さら

にセミナーから学びを得る事が出来、さらに体温や血流も調整できま

す。歩くなら苦しくありません。１週間ほど継続できたのであれば、２

０分歩く間に５分ほど走ってみればよいのです。そして走る時間を少し

ずつ増やしていき、きつかったら歩けば良いのです。 

 

 １８０度変えずに、１度ずつゆっくりと変えていく 

私の言葉です。いきなり変えようとするから拒絶反応を脳が起こすので

す。しかし、１度ずつの変化であれば脳を騙せます。そして１度の変化

でも人生は変化しており、元の０度とは全く違う人生なのです。まず最

初の一歩ではなく、最初の１度を踏み出してください。 

私は机に向かって学習するのは苦手でしたが、シアトルのコミュニティ

ーカレッジにて５分１０分と少しずつ復習を始めました。その継続が、

５時間学習という習慣に繋がったのです。 

今は漫画ばっかり読んでいても、電車移動の際にスマホをしまい、本を

５ページ１０ページ読み始める。それも最初の１度です。 

この方法は必ず功を奏します。是非とも始めてください。 
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困ったら私がいます。 

男子学生さん、私はあなたのように学歴社会で死刑宣告を受けていたも

のです。しかし思考行動習慣を変えて、学歴社会の外側で自分の能力を

磨き、アメリカの州立大学を卒業し、今では学歴社会とは全く別の世界

で悠々と人生を楽しんでいます。その私は、偏差値４５であったので

す。 

私は特別な事はしていません。ただ、偏差値４５思考を改めるきっかけ

になったのは、読書だったという事です。相談する相手はいませんでし

た。 

しかし男子学生さん、あなたには読書と私ぬのかわともひさがいます。 

さらなる偏差値４９以下から脱却する方法を求めている方は、是非とも

私のエディトリアルへお越しください。「ぬのかわともひさ」で検索

し、Ｅｎｇｌｉｓ Ｆｉｒｓｔ Ｓｔｅｐ ｆｏｒ １８＋ 

https://ameis.biz/truth-of-English-communication/ 

というウェブサイトで、英会話学習方法と共に、偏差値４９以下のアメ

リカ大学留学【男子学生限定】というコーナーで、アメリカへの大学留

学への心得や、生活の方法を無料で公開しています。奨学金を勝ち取る

方法や、物品売買で生活費を稼ぐ方法などを順次公開していく予定で

す。質問も常時受け付けています。また、YouTubeにて映像も公開し

https://ameis.biz/truth-of-English-communication/
https://ameis.biz/truth-of-English-communication/
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ています。そちらも最初の１度を踏み出す素晴らしい助けになる事でし

ょう。 

是非とも私の媒体を使ってください。そして偏差値４９からの脱却を共

に成功させていきましょう！ 

 

 

 

 

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ © ２０１８ ぬのかわともひさ 

Ａｌｌ ｒｉｇｈｔｓ ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 
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ｕｂｅｒｔの Ｍｉｃｒｏ／Ｍａｃｒｏ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓで、留学生でありながらクラ

ス最高の成績を残す。 ＳＣＣＣ卒業後、日本に帰国。留学資金を貯めて再度アメリカへ。 
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大学より奨学金を受領。 会計上級クラスに進級するうちに、大企業会計に興味を失う。 

この頃から、インターネットを通じたマーケティングに興味を持つ。 また、世界金融破壊
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