








★はじめに

『読むサプリ!!! Japanese&English』をダウ
ンロードしていただきありがとうございます。

2006年8⽉より、週のはじまりを元気にスタ
ートするというコンセプトで、『読むサプ
リ!!!』を書き始めました。
本書は、2016 年 6 ⽉から 12 ⽉のメルマガの

集⼤成になります。前半は⽇本語、後半は英語。
画像はオリジナルの写真で構成しています。
私のスキルでは⾜りないので、私の通う英会

話スクールの英国⼈に英語添削の協⼒をお願い
しました。超訳にシルキーな⽂章、ユニークで
⾃由なその発想⼒に、とても助けられました。
たまたま出逢った 2⼈のコラボ作品が、世の

中の⼈に読んでいただけるだけでも奇跡ですし、
何かしらのお役に⽴てましたら、私にとってこ
れ以上嬉しいことはありません。

堀⼝ひとみ





★思わぬの贈り物。

「欲しい感想じゃないなぁ」
⼆⼈のクライアントさんが、同じことを⾔って
いました。

もっとお客様に来てほしいと思っていますが、
こっちは欲しいけれど、こっちは欲しくないと



⾔うのがあるようです。

以前の私もそう思っていました。そうしたら⾒
事に、欲しいものが⼿に⼊らないほうの思考が
現実化。欲しいものがあるのに、同時に欲しく
ないものもある。

こういうとき、欲しくないものについている感
情のほうが強くて、そちらが叶うかもしれませ
ん。

嬉しいと思えるには、どこが嬉しいところなの
か⾒つけることです。

あなたに興味があるからメールをくれたこと。
あなたに興味があるから、いまそこにいるとい
うこと。ありがたいと思えてきます。



セッションのあと、クライアントさんから
メールをいただきました。

「お花屋さんからオレンジ⾊の⼤輪のバラと
牡丹の鉢植えをいただきました！受け取る覚悟
が出来たからか？！ いきなりびっくり、でも
すごく嬉しい！」

幸せを⾒つけることにフォーカスしたら、
思わぬの贈り物が早速舞い込んだようです。



★⽇常をきりとること。

⾃分のビジネスをしているクライアントさんに、
「毎⽇⾃分がやっていること」を発信してみて
は？ と提案しました。

お客様が⽬にするのは「完成品」で、プロセス
を⾒る機会はないからです。



前回の私の EVENT で、華道の先⽣にお花を⽣
けてもらいながら、私のトークを進めていまし
た。

参加者の⼀⼈が、「パチ、というはさみの⾳が、
たまに聴こえてきて、すごくよかった！」と⾔
っていました。

それで思いついたのが、「パチ、パチッ」と
花の茎を切っている動画です。華道の先⽣なら
ではです。

セッション後、クライアントさんからメールが
来ました。

「『⾃分が普段やっていることを⾒せるだけ』
このフレーズ泣けてきます。それでいいんだ…
という感じ。早速突っ込みどころ満載のハサミ
の⾳の動画撮ってみました」。



ゴールへのプロセスの中で⼈は、学んでいくも
のである。そして辿り着いたゴールから、さら
に次のゴールが⾒えてくる。

きっと、創っている⼈が、⼀番楽しめるのかも
しれません。



★真の成功体験。

発想を広げるサポートをしてほしいということ
で、セッション依頼がありました。

最近、スタッフや周りの⼈からセールスアップ
のアイデアを集められたので、あとは実⾏とい
うところのようです。



しかし、プロジェクトが終わったとき、「やり
ました」で終わってしまう、いつもとあまり変
わらないただのやっつけ仕事になりそう。「そ
う、いつも⽌まるところはここなんです...」と
話しながら気づかれたようです。

そもそも発想を広げたくて、コーチを依頼した
わけです。でも私はクライアントさんの会社を
よく知らないですし、専⾨でないので、アイデ
アを提供することはできません。

「その場にいる⼈たちが現場の状況を⼀番わか
っているわけですから、⾃分の内側からのアイ
デアを思いつくことが、ベストですよね」と、
私はクライアントさんに確認しました。

相⼿に⾔った⾔葉で、私は⾃分に気付きました。



⼤きな成功を収めたとき、アイデアは外側にあ
ったものではなく、内側にあったものだったと。
そのとき、どんな問いを⾃分に投げかけたのだ
ろう？

ビックアイデアを⾒つけたいなら、視座を変え
る質問をすることです。

クライアントさんに質問しました。
「もしあなたが社⻑だったら何をしますか？」

何をしたらいいかわからないとき、⼈は⾃分の
外側を探しがちです。

本や、インターネット、他⼈から情報や知識を
集めることで、⾃分のやるべきことを決めるこ
とが普通になっていることに、気づいていない
⼈も少なくありません。

しかしながら、本当に⼈⽣で⼤切なことは、内
なる声を無視しないこと、⾃分のやり⽅を本気



で考えること。

⾃分の内側から湧いてきたアイデアに⽿を傾け
ることが、想定外の結果を⽣むことにつながる
のだと思います。

それが、真の成功体験です。





 Unexpected gifts!

Hello there!

Welcome to “The English version of

YOMU-SAPULI ”Weekly Newsletter.

What have you been up to?

*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜



“I got a review I haven’t been longing for.”

Two clients said the same thing.

They want to get more customers but they think

some customers are good, and other customers

are bad but any feedback is good feedback, isn’t

it?

I thought like them before and thus my thoughts

created a perfect but illusionary reality.

I was hoping for something but hoping it

wouldn’t happen too.And in those moments what

I hoped wouldn’t happen was a stronger hope

than the other.



If you want to feel happy, you should find what

makes you happy.

She(He) is interested in you so she emailed you.

She is interested in you so she is here. That seems

to make you feel grateful.

After the session the client emailed me.

“I got some big orange roses and a potted peony

from a flower shop owner because I was ready to

receive anything. I was surprised but really

chuffed to receive them.”

Sounds like she focuses on happiness and then

unexpected gifts came to her.



 A snippet of daily life

Hey readers!

Got another “The English version of

YOMU-SAPULI ”Weekly Newsletter.

Hope you're all doing good.

*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜



I suggested an idea to my clients who have their

own businesses, I suggested they upload their

daily routine work for their customers because

their customers are only usually shown completed

articles so they don’t have a chance to see the

processes involved.

At my last event, a client who is a flower arranger

was arranging flowers in a vase while I was

talking.

One of the participants said the sound of cutting

with scissors made me feel comfortable and then I

got an idea to make a movie of her

snip,snip,snipping away at flowers.

The movie is very her.

Can you see her sense of design in her snipping?



After the session the clients emailed me.

“Just showing what I do everyday”

The phrase brought a tear to my eye.

It’s quite simple and I made a movie

but my video made me chuckle to myself.

We learn something while we are doing it,

or, we can’t see the forest until we step inside.

Moreover, people will see the next goal after they

do the first thing.

In other words, we can’t know where to go until

we make the first step.

Sounds like people who make something enjoy

life the most.



 How to get results.

Hey readers!

Happy Monday!

This will get you in shape for the week ahead!

Enjoy!

*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜



A client needs me to help her to create a big idea

at work.

She has discussed it with her staff and people

around her recently and she got some ideas for

how to increase sales and is about to start the

project.

She said that even supposing that the project ends

smoothly, we would just say “We finished it".

It wouldn’t be satisfying, just business as usual

the same as before.

"I'm stuck in a rut", she realized and said.

She sort the help of a coach to change of her

viewpoint but I don't know so much about the

company where she works and it isn't my area so

I couldn't advice her about what to do.

"I think people who work there know the situation



well so you should get a great idea yourself.

That's going to be the best answer", I told my

client.

What I said reminded myself that, when I

achieved great success, the big idea came to me

from a voice within me.

What question did I ask myself?

If you want to find a big idea, you should make a

question from a different standpoint.

“ If you were a CEO what would you do? " I said

to my client.

When people don't know what they want to do,

they search outside and accumulate things from

books, on the Internet or talking to other people.



However, an important thing is not to neglect

speaking to one's inner voice and to manage

things yourself.

Only you have access to your inner voice, and

that is where originality lies.

That is how to "get results".
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