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はじめに

Every morning brings new potential, but if you dwell 

on the misfortunes of the day before, you tend to overlo‑

ok tremendous opportunities.

朝は新しい可能性をもたらすが、もし前日の不幸をくよ
くよ思い悩むなら、あなたはとてつもなく大きな好機を見
落とすかもしれない。 

（ハーベイ・マッケイ）

あなたはいつもどんな朝を迎えているでしょうか。毎朝

スッキリと起きる方もいれば、昨日のお酒でちょっと二日

酔いの方、連日の仕事で疲れがたまってぐったりしている

方など、きっと朝の心や身体の状態って様々ですよね。起

きてすぐにベッドの上でメールチェックを行っている、な

んて方もいるかもしれません。

今日の自分の1日がどんなふうに始まり、どんなふうに

時間を過ごし、どんなふうに終わるのか。それを意識して

過ごすことはあまりないかもしれません。
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忙しい日々に追われてあれもこれもと頭が「〜しなき

ゃ」といっぱいになり、ついタスクにばかり目が行ってし

まう。気がついたら、「アレもう今月も終わり？」「この前

始まったばかりだと思っていたのに……」と驚かれる方も

少なくないのではないでしょうか。

かの有名なスティーブ・ジョブズは毎朝自分自身に“あ

る質問”を問いかけていたといいます。

「もし今日が人生最後の日だったら、僕は今からすること
を“したい”と思うだろうか？ その質問に対して、あまり
にもノーが毎日続くようなら、それは何かを変えないとい
けない証拠だろう」

有名な言葉のためご存じの方も多いと思いますが、今こ

の本を読んでくださっているあなたは、果たしてこの質問

にどう答えますか……？

この質問に答えることは容易ではない、と私は感じてい

ます。それは、1つに自分自身と向き合うことに時間がか

かるから。自分が本当に何をしたいかとか、そこに対して

深く考えることはとっても時間がかかること。だから忙し

い私たちには、そのようなことを細かく考えていられない



005

Prologue

迷
走
し
て
い
る
人
の
瞑
想
入
門

と思うのです。

2つ目に、どう答えを出していいかわからないから。

私はYouTubeをよく見るのですが、「自分のしたいこと

がわかりません」「好きなことが見つかりません」という質

問を有名な実業家やYouTuberに投げかけている若い方も

よくお見受けします。自分が今本当にしたいことに向き合

えているのか。それを知るためには深いところで自分と繋

がらなければいけないと思うのです。

しかし、考えることに慣れ過ぎた私たちは情報やノウハ

ウばかりを手に入れ、それにより戦略をたてたり、うまく

いくことを目指してしまい、本当に自分が何をしたいのか、

ということに耳を澄ませるのが苦手になってしまっている

のではないでしょうか。

かくいう私も、目の前のことで頭がいっぱいになってい

た1人でした。

小学生の頃から芸能のお仕事をしていて、現在は役者に

モデル、ラジオパーソナリティなど、様々な活動をしてい

ます。それ自体はとってもやりがいがあり、1つひとつの

お仕事に全力で取り組んでいるのですが、それが故か、自
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他ともに認める「１人反省会のプロ」。

さっきのあのシーンではもっとああしたほうがよかった

のではないか、このお稽古場でもっと気を利かせてああ立

ち回ったらよかったのではないか、ちょっとご機嫌斜めな

方がいると自分が何か失礼なことをしてしまったのではな

いか、とぐるぐる悩んでは、結局答えが出ずに一人気疲れ

してしまう日々。

冒頭のハーベイ・マッケイ氏の言葉を借りるなら「前日

の不幸をくよくよ思い悩む」日々。

こんな自分じゃいけないと思い、ポジティブ思考になれ

る本を読んだり、寝て忘れよう！ と無理やりお布団につ

いたりもしていました。

そして朝にはリセットして、今日も頑張るぞ！ と自分

に言い聞かせていました。

もちろんそれらも自分を整えてくれるための大切な方法

です。

でも、この本では私がみなさんと共有したいもう1つの

朝の迎え方があります。
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それが「そっと座る」という方法。

自分のためにたった「5分」座るだけ。

何の特別なこともない、ただ静かにそっと座るだけです。

でも、それだけで私の時間はずっと豊かでシンプルにな

りました。

忙しい中で必死に今を生きているからこそ、今が見えな

くなってしまって、自分が本当に大切にしていることもわ

からなくなったりするかもしれません。

でもたった5分。1日の時間を変えるだけで見える景色

と時間の質がまったく変わります。

これは私が実際に体験した物語です。

この本を読んでくださった方が、心に5分のゆとりを感

じられますように。

花房里枝



瞑想をストーリー仕立てで学んでいきま
す。瞑想とは何なのか、どんな効果があ
るのかを知りましょう！

学ぶ

瞑想の見識を広げていきましょう。各項
目をわかりやすくまとめたので、今の自
分に必要な要素を考えてみましょう。

日常生活で瞑想にトライしましょう!  瞑想を
習慣化する特別音源をつけたので、ぜひ毎
日の瞑想習慣に活かしてください!

習慣化する

本書はChapter3までで終了です。
Chapter4は、自分の生活で、瞑想で得
た経験をぜひ活かしてみましょう！

活かす
Chapter
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Chapter

01

Chapter

04

Chapter

03

広げる

この書籍は、瞑想がはじめての方でも実践できるように、チャプターごとにステップ
アップする構成にしています。まずは、Chapter1で基礎知識や、これからどんなこ
とをしていくのかを、私、花房里枝と一緒に学んでいきましょう。Chapter2では、
瞑想の様々な面をさらに学んでいきましょう。苦悩耐性（詳しくは本文で）を鍛える
ために、名言に触れることもお勧めです。名言とともに瞑想に対する見識を広げて

みましょう。Chapter3では、瞑想を行ってみるパートです。はじめての方でも瞑想
しやすいように、瞑想へ導く音源がダウンロードできます。全部で9種類あるので、
お気に入りを見つけてみてください。Chaper4は、日常に活かすパートです。日常
でちょっと困ったり心が乱れたときはChapter1～3の必要なところを思い出して、
活かしてみてください。
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