
 

才能の正体 坪田信貴 190518

火ビリギャルの先生
木1章 才能 とはなか

才能を辞書でひいてみると

日本国語大辞典に 生まれなの能力 またその働きの
すぐれていること 才幹

大辞林 物事をうまくなしとげるすぐれた能力
技術学問 芸能など についての

一

素質や能力

広辞苑 こ 才知と能力 ある個人の一定の躓〇
inn 訓練によって 測 が_

改元的なもの



柎を〇
to
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才能 コツコツと努が 断ら

闐
鬱鬱 躮 は

槀

いて 能力 この飛び出た部分 とがった
と 部分が 切能

能力の飛び出た部分が 才能
天が与えた飛び出た部分がある人が 郡



才能とは 結果 でしかない

才能があると言われる人たちの共通点
と

努力をしているところ

自分に合っていない ふさわしくない場所でいくら
頑張っても物事は身につかない

- 才能があると言われている人たちは

① その人に合った動校は1
- 1がまずあって

② た が 正 にやん方を選んでfr

③ コツコツ と努力を積み重ねている

人は 結果しか見てくれない 裸からしか判断
しない



人は全てのことにおいて 常に動様なけによって
動いている

いかに動か なるかが重要
_

約し

認知 これなら自分にできそうで きっと人生の没に立っ
に違いないと思ったら 行動に移す

情動 と バンと感情が燃え上がって テンションよかる

と 山 へ となる状態
欲求 档に自分がそれをやりたいと思うかどうか

から成り立つ

や 山 𦥯

やれ ば で04 でる



人というものは 肯定されると頑張る生き物
11

自分でやろうと決めたのなら 剛の人たちは
あなたがそう思うなら てみたら と声
をかけてあげたほうが いい

ex 赤ちゃんを泣き止ませるために必要なのは 赤ちゃん
が苦痛で不快にならない体勢にしてあげる
こと 11

脚をM字にしてあげる お琬中にいた頃
胎児の状能にしてあげる

理屈を習うと どんなことでも より早く効果的に
能力を伸ばすことができる
やらない理由が立ちはだかっても諦め切れなかった人
だけが 奇跡を起こせる



才能 洞察力

物事を深く鋭く観察しその本質や奥底に
あるものを見抜くこと であり 観察しただけ
では 見えないものと直感的に見抜いて判断
する能力

相手がな救ているのか これを想像し 洞察し
察知することは大事

相手の次の動きを想院できるくらい 観察
洞察想隊する

と
これまでして 相手の思考や行動を見抜ける
ようになる人のことと 才能があると言う



第2章 能力を才能は

keyword 守 破 離

守 師や流派の教え型 技を忠実に写り確実に
身につける段階

破 池の師や流派の教えについても学び 良いもの

をとり入れ 心技 を発展させる段階

離 1つの流派から離れ独自の新しいものを
生み出し 確立させる段階

まずは 師となる人の教えを守って 徹底的に
真政をする

頭 いい人のテ福力を見コピ し3

一番の通道は 動画で のえいすること



上司や先輩は いかに部下と黙って見守る
ことができるか が部下と成長させるために
必要

ctg た が 22 は ty
2

これって な 面積 2 救てるの だ

る 𨷻

知らない人に知識与える が 教育

知ってるけれども やれない人とやれるようにする
のが マネジメント



I第3章 権 のマネジメント

坪田塾には 7 げ がある 坪田塾が 円を目指
すのか は 2目的とし なと大事にするのかとまと
めたもの

坪田塾は 塾生の可能性を見出し 自主性をはぐ
くみ 最大限に才能を引き出す教育校関です
私達は 塾生が人生の暗闇に入り込んでしまった
ときに 一生涯にれたって頼りにしてくれるような灯
台としての存在であるために 最高の教育環境
とシステムを常に改善し 提供することをお約
束します 坪田塾は 現代の 松下村塾で

あり その塾生は 世界を築き上げていく
人材へと 成長します そのために 和塾生は
常に物事を多面的に解釈し 問題の解決
方法を学ぶ姿勢を持ち続けます



だいだ ば と 円 と は 金違うもの

会社では際 一番に働く人に 日に 思いを

持ってほしいと考えて 化が作成

坪田塾の目的は円ですか と開かれたら 0.5

秒以内に 7げの達成です と言えること そして

その内容を理解していることを徹底させようと思った

会社で下るとは 社会をこんなふうに変えたい
社会においてこんな存在になりたい といった思いが
最初にあり それを実現するために才能ある仲間
を募っている がい防ぐには 最初が肝心 も
細かな部分まで徹底的に検証し 興
ない状熊e 上する 規模が 1はければ小さいほど

礼 はあってはならない

強固な 信頼 颸 が生まれる



人間は大事で動く

ビジョンは 日に見えているということが重要

ex 21世に代表する 世界へ羽ばたく は

ビジョンとは呼べない

坪田塾は 世界史の 教科書に載る塾になる
一一

ビジョン

自分の口で説明させてアウトプットさせると記憶が
脳に定着する 返す

人の脳は 接触日数を増やしたすれば記憶に
定着しやすくなり 仲間だと 思やすくなる
人間はネガバックを受けると より良くなろうと

する生き物

げバツは客観的な事柄についてだけで
良い 威圧は X 𨯁は X



怒りやマイナスの感情ばかりを相手にぶつけて
いると 自分も 飛べ してしまう

N
人に称しては 甚本的にポジティブな言美
だけ 2日に した方が良い
他 に陽つけないようにすると 自分のことも
陽つけなくなる
指導する唎は 指導してやっていると

絶好に思れないようにしなければならない

E第4章 才能と成功者 才能と天相

社長の資賢とは
たの人を漢にしたいと部下に思
われること それがたった 1人でも



感性を磨く

① 一流に触れなさい

② 毎日 靴を磨いて下さい

一流の人が ていることに触れ その先コピ
をすること

運は必ず人がもたらしてくれる 出会った全て

の人が運を 最できてくれる 出合う人全てに
誠実に好底することで それが 大市次 に
なったときに そのチャンスをもの にすることが
できる

一流の人ほど どんなときでも

できる
と言う



トマス エジソン

私は失敗などしていない
うまくいかない方法を 1万通り見つけた
だけだ

私たちの最大の弱点は 諦めることにある

成功するのに最も確実な方法は常にもう
1回だけ 試してみることだ

生まれつきの能力はおまけだ


