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はじめに 

どんな分野でもキャリアと人生には「法則」があります。 
あなたは入社してからどんどん飛躍する人？ 
就職しなくてもどんどん道を開拓していく人？ 

内定をもらうことはもちろん大切だけど、本当に大切なのはこれから。 
仕事って、人生を楽しくしてくれるものー 
人に喜んでもらえる機会、一緒に成長する機会、つながる機会、お金を稼ぐ体験。 

就職する・しない、A社かB社か？ 
もちろん完璧な会社も仕事もない。 
これが学べるなら・体験できるなら頑張れると思えるポイントはなあに？ 

自分が納得して最初のステップを決めた人は、 
それがどんな道でもスムーズに行く。 
自分が「決める」体験は自信をくれる。 
プライペートにも積極的になれる。 
自分も周りの人もハッピーにさせる。 

まだ内定のない人も焦る必要もない。 
あなたの大切な人生の一歩のヒントになったら幸いです。 
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《プロフィール》 
南スーダン、ニューヨーク国連本部などにおいて、元兵士の社会復帰支援や 
現地国政府の人材育成に10年従事。国連活動の最前線である南スーダンで、  
多国籍チームのリーダーに抜擢され、元兵士たちからも強い信頼を寄せられる。 

帰国後、燃え尽きて朝起きれない・何もやる気がしない・働けないどん底を体験。
心理学やコーチングを学びはじめる。回復していく中、たった3分しかしゃべって
ないのに国連特使にスカウトされ、閣僚経験者も講師を務める世界的なプログラム
において唯一の日本人女性として講師を務める。内戦をした国の軍人たちが「始め
て人間らしくていいんだと思えた！」と、表情を取り戻し目を輝かせていく。 

講義先の大学では毎年連続「一番印象に残った授業」に挙げられる。 
世界を自由に楽しむ新時代のグローバルリーダーを育成している。 



3分しかしゃべらなかったのに私が国連特使にスカウトされた訳 

たった3分しかしゃべらなかったのに、 
私が国連特使にスカウトされ、 
世界の閣僚経験者も教えるプログラムで唯一の日本人女性講師になった訳。 

３分だったのは、オブザーバーだったのに、突然パネルに呼ばれたから。 
10日間、私の隣にいたのは、 
世界で初の女性防衛大臣になったフィンランドの元大臣と国連特使。 
アジア各国のトップを集めた国連PKO幹部養成研修にて。 

人は言葉の７パーセントしか覚えていない。 
伝わるのはそれ以外のこと。 
ビジュアル、声のトーン、感情、エネルギー、etc.（メラビアンの法則） 

ほとんどの人は7%の言葉を考えるのに忙しい。 
93%はそっちのけ。 
ただ一方的に自己主張してる。 
ガツガツ自己主張しないといけないって世界の最前線でさえウソ。 

「秘密」は、93%の部分をコントロールできるようになること。 
たとえ一言も話さないとしても、 
面接官にこの人と一緒に働きたいと思ってもらうにはどうしたらいい？ 

例えば、言葉を発さないプレゼンの練習、面接の練習ー 
「面接」や相手に対して感じている事を観察できるようになること。 
どういう印象や結果を創りたいのか自分の意図をはっきりさせておくこと。 
前日までそれが出来れば、当日はもう成功したようなもの。 
なぜなら、言葉にしなくてもそういう事が相手に伝わるから。 

自分が感情的に落ち着いていられると、余裕が生まれる。 
余裕ができると、何を言ったらいいのか自然に分かってくる。 

無理に自己主張しなくても、あなたの言いたい事を伝えることができる。 



世界を自分の目で見て感じたい！と思ってるあなたへ 

国際的な仕事がしたい！ 
ソーシャルな仕事をしたい！ 
国際機関で働きたい！ 

確かに、いろいろなスキルが必要そう 
ー 語学力、調整能力、分析力、交渉力、リーダーシップ etc.。。。 
そのためには、まず経験を積んでから挑戦すると思ってるあなたに質問。 
どんな経験を積み、どの段階になったら十分だと言えるんだろう？ 

私が多国籍チームのリーダーとして南スーダンの最前線で働いていた時、 
今まで経験したことのない事が毎日起こってたー頭も身体もフル回転。 
では、そこで働く人達は十分なスキルを身につけていたか？ 
答えはノー。 

私も含め心の内では、自信がなかったり、不安を感じる事はしょっちゅう。 
きっと、現場にいる国連事務総長代表や大使といった人達も同じ。 
だって、「課題」というのはいつでも格段に大きく見えるから。 

でも気がついたら一歩一歩課題を超えていた。 
ある意味、そんな状況だったからこそ、自分の力を引き出してもらった。 

それがどんな「道」であっても、誰もがどこからか始めないといけない。 
私の始めの一歩はニュージーランドへの留学。 
その一歩は南スーダンに行くよりも怖かった。 

あなたの望む仕事やライフスタイルに必要なスキルってどんなもの？ 
最初の仕事を通じてあなたはどんなスキルを身につけたいの？ 
自分の目で見て、それをやってる人に触れて感じてきて欲しい！ 
ここで考えているよりも体験する方が何十倍もあなたを飛躍させてくれる。 

十分だからやるわけじゃない。 
やりたいからやる。やると決めればスキルは後から身についてくる！ 



面接で負けたくないあなたへ 

負けたくない？分かるよ。私も同じだったから。 

負けたくないから、 
自分じゃないスタイルで強く自己主張をしてみたり、 
ついついしゃべり過ぎたり。。。 
でも、「手ごたえ」ないし、なんか「後味」悪い。。。 

ゴルフチャンピオンのタイガーウッズは、 
優勝をかけた接戦の時でも、 
相手がパットを打つ時、 
「このパットが入りますように」と心の中で祈るそう。 

ゴルフは究極のメンタルゲーム。 
その方が自分の為になるってことを彼は知ってる。 

私たちの人生も一緒。 
本当に「勝つ」ことは、相手を負かすことでも蹴落とすことでもない。 
自分の道を進むこと。結果、「全員が勝つ」こと。 
あなたがあなたらしくいることで、他の人もそれでいいんだと思える。 

私が国連で働きたいと思った時に、 
試験には何度も落ちたけど、導かれるように道が拓いて、 
多国籍チームのリーダーに抜擢され、元兵士達からも信頼を寄せられた。 
試験経由の倍率は10,000倍。自分の人生の道の倍率は0倍。 

私に特別な才能があったわけじゃない。諦めなかっただけ。 
私たちは全員すでにファーストクラスのチケットを持ってる。 
地球上の70億人全員が輝ける場所がある。 

あなたが好きなことをやっている時、そういう道が拓けてくる。 
何をしたらいいのか分からなかったら、まず自分の道に進むと決めること。 
あなたの席をみつけよう。 



就職活動にやる気を持てない自分っておかしい？ 

経済危機や3.11があって、 
FBやYoutubeで無料で全世界に一個人がメッセージを発信できる時代ー 
私たちの価値観はどんどん変わってきてる。 
前だったら国連とか政府じゃないと、出来なかったことも個人で出来る。 

この時代に私たちが望むものって、 
例えば、自己表現する機会、みんなで一緒に成長する体験、 
学び合うこと、社会の役にたつこと、そして世界の人たちと関わること。 

就活をやってみた。面接にも行ってみた。 
もし、あなたをやる気にさせる募集がないのならあなたの世界を拡げよう。 

あなたが見てるたった二つか三つのサイトに 
あなたが希望する情報が載ってなかったとして、 
日本の「当たり前」って別に世界では「当たり前」じゃない。 
欲張っていい。あなたの望むことを満たす方法を考えよう。 

この人いいなという人に連絡してみよう。 
本の著者でも誰でもいい、思い切って連絡してみよう。 
人って案外会ってくれたりする。 

どんな時にあなたの心が動かされるのか？ 
そういう感覚があなたをやりたいことにどんどん導いてくれる。 

就職する・しない。 
A社かB社か。 
もちろん完璧な会社も仕事もない。 
これが学べるなら・体験できるなら頑張れると思えるポイントはなあに？ 

どんなケースでも自分が納得して自分の仕事を選んだ人は、 
どんな分野でもスムーズに取り組むことができる。 
自分が「決める」体験は自信をくれる。 



仕事ってなんのためにするの？と思い始めたあなたへ 

仕事って人生を楽しくしてくれる。 
人間って誰かの役に立ちたい生き物。 
 ー コレ人間の根源的な欲求。 
仕事は、喜んでもらう、感謝される体験をさせてくれる。 

人は自分のためだけじゃがんばり続けられない。 
仕事を通じて、助け合うこと、みんなで一緒に成長すること、 
つながる喜びを体験できる。 

人は成長をしたい生き物。 
仕事はそのためのチャレンジをくれる。 
仕事上のテーマ、成果、上司や同僚とのコミュニケーション、プレゼン、 
より伝わるにはどうしたらいいか？ー最初は難しそうだと思えたことが　 
気づいたらできるようになった！仕事はそんな発見とワクワクに溢れてる。 

そして、お金を稼ぐという体験。 
お金はすべてじゃないけど、自分の成長の結果、増えたらやっぱり嬉しい。 

自分しか分からなくてもいい。あなたの仕事に喜びと成長をみつけよう。 



傷つきやすいあなたへ 

スピーチが苦手で、大学のスピーチの授業の日には咳が止まらなくなって、
「国連で働きたい」って言ったら「そんなバカなこと言わないの」って 
叱られてメチャ凹んだ。。。これ私のこと。 

本当に強い人は傷つかない人じゃない。。。 

傷つきやすいから、人に優しくなれる。 
傷つきやすいから、困ってる人を助けたいと思う。 
傷つきやすいから、少しでも優しい世界になったらいいなと思える。 

感じる力は国連で働いている時、私の大きな武器になってくれた。 
感じる力があるからこそ争う人たちが何を求めているのかが分かったから。 

傷つかないで、かつ感じる力を「武器」にすることができるよ。 

傷つきやすいあなただからこそ上手くいくことがある。 
 



自己チュー位がちょうどいい！ 

私たちって空気を読みすぎ。 
いつも周りを気にしてる。 

自分が思ってること、感じてることよりも 
つい、周りに合わせること（嫌われないこと）を優先しちゃう。 

だから、 
あなたのやりたいことは何ですか？って 
聞かれてもいつの間にか分からなくなっちゃう。 

言えないことがあるのなら、気を遣いすぎかも知れないね。 
ちょっと自己チュー（中心）な位がちょうどいい！ 

（写真）ナイル川上流、ウガンダ 



好きなことを仕事にしている人はなぜ成功する？ 

このレベルになると一体何が演奏の質を決めるんだろう？ 
二人の巨匠クラスのピアニストの方の演奏を聴いてた時、ふと浮かんだ疑問。

一人は世界的に有名なコンクールの優勝者。 
もう一人の方は優勝こそしていないけれども 
長い間、世界的に活躍されているベテランの方。 

結論から言うと、私は後者の方の演奏にとっても心を打たれ、 
演奏中に溢れてきた涙を止められなかった。。。 
何が私の心の琴線に触れたのか？ 

クラシック音楽ど素人の私が単純に感じたこと。 
「ああ、この方はピアノを弾くのが本当に好きなんだなあ」ー 
彼女の情熱がピアノの音色と共に伝わってきた。 

その対象が何であれその人の情熱が聴き手に伝わるー 
それが「感動」の仕組み。 

そして、好きだからこそピアノを何十年も続けられる。 
人はなんでも1万時間を費やすと「達人」（マスター）になれる。 

人は「感動」するものにお金を払う。 
だから、好きなことこそは「大きな武器」になる。 



やりたいことが分からないあなたへ 

「やりたいこと」ってどんなイメージ？ 
すっごく壮大でワクワクするもの？？ 
静かだけど力強い感じ？ 

私の場合、二つの独立国の誕生に関わるという、 
国連の中でもかなりドラマチックな経験をしてきた方だけど、 
その中でも何が一番好きなことだったかって言うと、案外シンプル。 

その国の人たちのことを少しでも「ああ、分かった！！！」と感じた瞬間、 
100カ国以上のいろんな国の人達と一緒に働きながら、 
「この人も同じ人間なんだ！」 
って感じる瞬間。 

そんな「やりたいこと」「好きなこと」って 
普段の生活の中にたくさんあるよ。 

なんでもいいから全力でやってみよう。 

ーバイト、友達とのランチ、おしゃべり、 
サークル、勉強、ゼミ、デート、インターン、
旅行、留学、就職活動、発表、論文。 

なんでもいい。 

ともかく目の前の事を全力でする！ 
全力でやると見えてくることがある。 

今は忘れてるだけ。 

あなたのやりたいことは 
すでにあなたの中にある。 



自分だけ不器用で損をしてると思ってるあなたへ 

「苦しい」時は、自分について知る時。 
苦しい、嫌なことがあるとしたら、反対のことを通じて自分が好きなこと、
自分にとって大切なことを発見する時。 

「1000のことにノーと言う必要がある」はスティーブ・ジョブズの言葉。 
彼はYesにたどり着くためにNoと言う必要があった。 
そうでなかったらIpodもIphoneも生まれなかった。 

すべての物事には両面がある。 
自分が生まれてから今までの「自分年表」を書いた時に発見したことー 
大変だった出来事と嬉しかった出来事は、前後で「対」になっていた。 

私が就活で自信をなくしてた時、逃げるようにミャンマーに旅に出た。 
パガンという地で丸3日間毎日ただ遺跡を見てたら、ふと思い出した。 
「国連で働きたい」という深い部分での想いを。 

「ハハハ、私ってバカかもしれない。しかも、すっごい頑固。 
でもそれが自分なんだからしょうがないな！」ー自分が自分を受け入れ、 
腹が据わったった時から、自然と物事が動き始めた。 

あの時は大変だったけど、それがあったからこそ次の体験に繋がったー 
それってあながち単なる慰めの言葉でもない。 

就職1年目、3年目、結婚する時、出産する時、復帰する時、子育てが一段落
した時、退職した時ー自分を知り表現していくことは「生きる旅」そのもの。
無駄なことは一つもない。 



就職活動に落ちたら人生おしまいだと思ってるあなたへ 

当たり前だけど就職活動に落ちても「死なない」。 
人間ってけっこう強い生き物。 
わたしは紛争地にもいたことがあるから分かる。 

私たちが多分一番怖いのはどこにも属してない、 
社会に置いていかれるような感覚のこと。 

わたし自身、浪人生だった時、それを痛い程痛感した。 
そして、卒業して海外で働くと決めた時。 
ドイツでの仕事を経て、結果的に国連に入ったけど、 
卒業時の統計では就職に当てはまらない「その他」だった。 
自分でもその先どうなるかなんて全く分からなかった。 

私は国連という大組織も経験したから分かるけど、 
大きな組織に入ったら、今度はその傘を出るのがすごく怖くなる。 
自分の価値＝「国連の人」みたいに錯覚してくるから。 

そして、大企業の中にもランク付けがある。 
規模が大きい、有名、学生の人気ランキングが高い、etc. 
更には、企業（組織）内にもどこの部署が「上」だってランク付けがある。 
だとすると、あなたの価値は外部の評価によってコロコロと変わっちゃう。 

そう、人間は誰だって人に認められたい生き物。 
わたしもあなたもみんな一緒。 

でも、そこに価値を求め、人の評価に左右されて苦しむのは自分。 
自分の「価値」は何かをやってるから来るものでもない。 
肩書きとか所属先から来るものでもない。 

だから、組織にいてもいなくても自分の価値を決めるのは自分。 

自分を認めることができるのは自分。 



やりたいことがあるのに親に反対されてるあなたへ 

留学したい！ 
本当はやってみたいことがあるけど、親に反対されている。。。 

おめでとう！！！ 
なぜなら、あなたが自分の人生を生き始めている証拠だから。 

ある意味、親は反対することであなたの本気度を試している。 
これが映画ならば、親は「悪役」。 
心配性な親、頑固な親、わからんちんな親、強権的な親、「そんなの無理だ」
とあなたを否定するような親ーともかくあなたを「カチン！」とさせる役。 
主人公は、旅に出て「悪役」に向き合って最後は宝物を村に持ち帰る。 

親って未知のことに反対するもの。 
自分が体験したこと以上のことは分からないから。 

南スーダンを含め8カ国で働いたり留学した私だけど、 
実は、留学もタイ旅行でさえ最初は親に反対された。 
ただの旅行なのに、母と妹が成田に迎えに来たこともあった（汗。。。） 
「国連で働きたい」って言ったら「そんなバカなこと言わないの」って 
叱られて半年口をきかなかった。。。これ私のこと。 

わざわざけんかする必要もない。資料を取り寄せ、語学試験を受け、 
書類を作り、説得の材料を揃えること。。。が上手くいった時もあった。 

その内、両親そろって私の赴任先に遊びに来ることになり、 
「あたのお陰で普通なら行けないところに行けたわ。 
今度は東ティモールに行ってみたいの」と言いだす今日この頃。（笑） 

確かに、一番理解して欲しい人に反対されるのは苦しい。 
でも、親に反対されて諦めたらモッタイナイ。 

今はそう思えなくてもいい。親はあなたに成長する機会をくれている。 



最後に、これを書いた本当の目的を・・・告白します。 

国連を離れて以来、若い人たちの相談にのって痛感したこと。 

今の時代に生まれる子供たちや若い人達は 
自分と社会にとって何が大切なのかを知っている。 

彼らは、それを表現し、思う存分に才能を発揮できる仕事を求めている。 
今の就職活動や会社の制度は、まだ彼らの才能を生かしきれていない。 

就職できないのではなく、就職したくない人たちが増えているのだとしたら、
私たちの社会が大きな転換点にあるということ。 

学校では本当の意味で、どうやって仕事や就職を選んで、 
その後どうしたらいいか、自分を表現するスキルもほとんど習わない。 
今、転職する人の人口は年間130万人ー毎年増加中。 

自分の才能を発揮し、表現し、自分の伝えたい事を伝えられること 
ー時代の転換期を生きる私たちはそれを意識的に学んでいくことが大切。 

自分の感覚を信じ続けたいから、支え合う仲間や道標も欲しい。 
そういう結び付きが、新しいアイデアを生み出していく。 

想像して見て。 
あなたは仲間と一緒にすでにそこにいる。 
あなただけしか語れない体験に周りの人が目を輝かせていく。 
そんなあなたに触れて周りの人が自分の可能性を思い出していく。 
あなただからこそ紡ぐことのできる言葉。 

あなたのオンリーワンストーリーの始まりを応援します。 

連絡先：E-mail: chika.onaka@gmail.com　ブログ：chikaonaka.com 
HP: www.peaceblossom.net　Facebook: 大仲千華 
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⭐あなたを確実に一歩一歩成長させる大仲千華のキャリアコーチング⭐ 

世界 × 国際機関 × リーダーシップ × 女性 ×  紛争解決 × 仲裁 × 
セラピストの大仲千華だからこそお伝えできることー 

◎ あなたをハッピーにする内定先を見極める７つのポイント 
◎ まだ内定のないあなたが一気に逆転する方法 
◎ A社かB社かで迷ったら 
◎ あなたを100倍「イイ女」にするキャリアの考え方 
◎ みんな軸はあるー「ブレポイント」を知れば軸は戻る 
◎ ファーストキャリアを次に活かす人がやってる事 
◎ 海外につながるキャリアの育て方 
◎ 就職活動をしない場合に知っておくこと 

《質問例》 
◎ 友達が内定を決めていくので焦ってしまいます。もっと粘った方がいいか迷っています。 
◎ 国際的な仕事がしたいです。 
◎ 社会貢献ができる仕事をしたいです。 
◎ 就職活動にやる気を感じられない私はおかしいですか？ 
◎ 人の成長をサポートする仕事がしたいです。 

どんな業界・分野でもキャリアには「法則」と見極めポイントがあります！！！ 
《こんな効果があります！》 
◎ 後悔しない内定先の見極め方を知ることができる。 
◎ 自分の自信が高まるので、サークルや恋愛、海外留学等にも活かすことができる。 
◎ 視野が狭くなりがちな就職活動の時に、自分だけでは見えにくい選択肢や可能性に気付くことができる。 

《体験談》 
◎気持ちを整理することができました。今日のことを活かし、今の仕事に向き合っていこうと思います！ 
◎大仲さんの言葉を聞くと前向きになれます。これからも私らしさを忘れずに頑張っていきたいと思います。 
◎千華さんには、現場に立った人独特のパワーを感じました。自分の視点が広がりました。自分が学んできた
ことを世界で生かしたいという強い気持ちを持つようにもなりました！ 

料金：通常 20,000円（学生）のところ   ⇨ 10,000円 (90分） 
                30,000円（社会人）のところ⇨ 15,000円（90分） 

《大仲千華によるコーチング》自動昇進も自動更新もない国連という組織で、毎回面接を経て次々と 
キャリアを開拓していく体験からどんな分野にも応用できるキャリアの法則を発見。キャリア相談件数多数。
国連での採用面接官の経験から採用側の視点も熟知。面接の練習では想定質問が的中。アメリカ連邦政府の幹

申し込み先：E-mail: chika.onaka@gmail.com　ブログ：chikaonaka.com 
HP: www.peaceblossom.net　Facebook: 大仲千華 
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