』や
れない
し
も
は』の
んごか
くれる
くるに
絵本『り
つ
を
ませて
ノ
し
モ
楽
のニセ
たちを
『ぼく
わたし
で
想
クな発
ユニー
さん。
ンスケ
シ
アで
ケ
アイデ
ヨシタ
な
ん
ど
の中は
う？
彼の頭
でしょ
の
る
い
溢れて
コト
賀地マ
撮影：
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Interview

ヨシタケ
シンスケ
大学を卒業したころからずっと︑
手帳に思いついたことを描きとめ
ているんです︒街で見かけたもの
とか︑こうだったらおもしろくな
るんじゃないかと勝手にその先を
想像したものとか︒これが︑ぼく
がものを考えるときの手助けにな

（ブロンズ新社 1400 円＋税）
『りんごかもしれない』
（ブロンズ新社 1400 円＋税）
『ぼくのニセモノをつくるには』

っているのはまちがいないですね︒
もともと︑ぼく︑ものをネガティ
ブに考える癖があって︑もうダメ
だってすぐ思っちゃうんですけど︑
でもそれだと社会生活を送れない
んで︑いやいやおもしろがれるも
のってまわりにたくさんあるでし
ょ？ ほら︑あの信号待ちしてい
るおばちゃんの髪型もよく見たら
おかしくない？ってなんとか世の
中をおもしろがろうと練習をして
いる︒どうでもよすぎてふつうの
人の記憶に残らないことに気づけ
ることがうれしいんです︒人が生
きているときって ％どうでもい

てくるんじゃないかと︒それがア

のを集めていくと違うものが見え

いことの積み重ねで︑そういうも
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宿題やお手伝いなどやりたくないことを代わりにやってくれる自分のニセモノ

テーブルの上にりんごが置いてある。でも、もしかしたら何かの卵かもしれな
ロボを作ろうとするけんた君。ロボは完璧なニセモノになるため、あなたのこ

い。育てると家になる種かもしれない……さまざまなアイデアがあふれた発想
とを詳しく教えてください、と言う……「アイデンティティ」
をテーマに、どう

絵本。いろんな断面図があったり、見るたびに発見があったり、ヨシタケさん
したら小学生が興味を持ってくれるか、というところから発想したストーリー。

が子どもの頃好きだった絵本の要素がたくさん詰め込まれている。

イデアというものに結びついてい
るんだと思います︒
それに︑思いついたり考えつい
たりっていうのも体力といっしょ

からおもしろいんだろう︑と考え

おもしろいんだろう︑どこが変だ

おもしろいと思ったときに︑何が

を頭の中で組み合わせてみたり︑

にはできない︒ちょこちょこ何か

ま し た︒
﹁り ん ご は 赤 く て 丸 い も

ないんですよ︒こわいなって思い

かで︑大人にはりんごにしか見え

ってしまうと︑香りとか肌触りと

ないなって
︵笑︶
︒やっぱり手に持

たとき︑これ︑りんごにしか見え

で︑ふだんからやっていないと急

る癖みたいなものをつけておくと

というのも大事だなと思っていま

だなと︒だから︑あえて調べない

いたから︑ここまで広げられたん

出しやすくなると思うんですよね︒ の﹂というイメージだけで考えて

あえて調べない
というのも大事

できあがるまで︑本物のりんごを

ことにしているんです︒見ないで

があって︑
﹁実物を見て描かない﹂

この手帳にも︑一つだけルール

す︒検索しないということです︒

見ていないんですよ︒で︑できあ

描くことによって︑うまく描けな

実は︑
﹃りんごかもしれない﹄が

がってからスーパーでりんごを見

い部分が出てくる︒つまり自分が
どこを見ていないかがわかるんで
す︒そのあと正解を見たときに︑
わからなかったところを頭が覚え
ようとする︒それを繰り返すこと
で︑形のそれっぽさが自分の中に
データとして残っていくんです︒

デザ イ ナ ー 的 思 考
プラスα の勝負
もともとイラストレーターとし
て文章にイラストをつけたり︑本
を読んで表紙のイラストを描いた
りしているので︑アイデアを考え
るときは︑まずお題がある︒その
お題に対して︑素直に考えるとこ
ういう絵だけど︑反対にこの人物
がやらないことはなんだろうとか︑
されて嫌なことはなんだろうとか︑
放射線状に考えていきます︒同じ
セリフをおじいちゃんが言うのと
赤ちゃんが言うのとで︑どっちが

られるかの勝負だと思う︒公募も

らかにこの絵はこういう使い道し

大事なんだなと思いますね︒あき

った︑というのがありますよね︒

同じで︑テーマをどう自分らしく

ぼくの絵は漫画雑誌の中だと埋も

かないだろうと思っていたけど︑

お問い合わせいただく仕事はや

れちゃうんですよ︒でも表紙を描

ここにもってきたらこんなに目立

ったことがないものとか︑できる

かせていただくと線が少ないので

アレンジするかっていうところが

気がしないもののほうが結果的に

大事だと思います︒

おもしろいものになります︒どう

目立つんです︒だから︑どういう

ふうに出すと自分の作品が活きて

くるか︑そういうのも大事なんで

すよね︒全然違うジャンルに応募

したらよい結果が出たとか︑出し

どころがあるんですね︒自分の持

ち味がどこだったら活かせるか︑

おもしろがられるか︒アイデアが

輝くか︒アイデア自体は同じなん

るだろうって考えるのが楽しい︒

やったら手持ちのコマで着地でき

なるわけで︑柔軟に考えてみるの

その手があったか！ということに

持っていくところが違うとかで︑

思いついたり
考えついたりって
いうのも
体力といっしょ
なんです︒
それが結果的にめずらしいものに

が大事なんでしょうね︒

だけど︑組み合わせが違うとか︑

なるんだろうなと思います︒自分
では自分の幅を広げられないので︑
そういう外からくるもので広げて
いけたら楽しいですね︒
たとえば︑看護師さんが読む心
電図のハウツー本に絵を描いたり
しているんですが︑こんな世界も
あるんだなとわかるのがおもしろ
いですし︑そういう深刻なものに
ぼくのような絵があると︑相乗効
果でお互いに良い作用があったり

ヨシタケ シンスケ
1973 年、神奈川県生まれ。日常のさりげな
いひとコマを独特の角度で切り取ったスケ
ッチ集や、児童書の挿絵、装画、イラスト
エッセイなど、
活動は多岐にわたる。2013 年、
初の絵本作品『りんごかもしれない』
（ブロン
ズ新社）で、第 6 回 MOE 絵本屋さん大賞第 1
位、第 61 回産経児童出版文化賞美術賞など
を受賞。
著書に、
『しかもフタが無い』
（PARCO
出版）
、
『結局できずじまい』
『せまいぞドキド
キ』
（以上、講談社）
、
『ぼくのニセモノをつく
るには』
（ブロンズ新社）など。近刊に『りゆ
がある。
うがあります』
（PHP 研究所）

おもしろいかとか︑組み合わせを
ぱーっと考えますね︒見たことも
ない組み合わせのときにおもしろ
いものができ上がります︒
ぼくはどちらかというと作家で
はなくデザイナー的なアプローチ
で︑相手が望んでいるものをちゃ
んと打ち返すというのが気持ちい

するので︑出しどころというのは
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い︒それにプラスα ︑いかに相手
が予想していなかったものを乗せ

（PHP 研究所 1300 円＋税）
『りゆうがあります』

ぼくがハナをほじるのは、ハナの奥にあるスイッチを押してウキウキビームを

出してるからなんだ……自分のクセに対していろんな理由を考え出す息子と、
そのウソに最後まで付き合ってあげるお母さん。クセやウソに目くじらを立て

ず、心の余裕をもって子どもに接してあげることが大事だと気づかせてくれる。

い。
らな
ま
始

作は
、創
ゃ
き
、
がな
…。
って
デア
ね…
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よ
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ー
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と
これ
もっ
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も
は
公募
コト
賀地マ
撮影：
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＝ NEW トイレの花子さん をテーマにキャ
ラクターを作った場合の各段階での手順を解説。

第一段階

資料を収集する

発想の教科書
『アイデアのつくり方』
を
公募に活用せよ!
連載
「Welcome! キャラクターさんコンぺ」
の第 6 回テーマ

NEW トイレの花子さん で実践してみました。
アイデアは
「特殊知識」
×
「一般的知識」
の
新しい組み合わせから生まれてくる。特殊

アメリカ最大の広告代理店で敏腕をふるっ
ていたジェームス・W・ヤングの著書。わ

知識とはテーマや対象物についての知識

ずか 60 ページほどの薄い本の中に、アイ

（資料）
であり、これを徹底的に集める必要

デアのつくり方が必要にして十分に盛り込

がある。一般的知識とは、日々アンテナを

まれている。発想の大原則とも呼ばれるそ
の方法は、第一段階から第五段階まである。

張ることで得られるさまざまな知識
（資料）
であり、継続的に集めなければならない。

ジェームス・W・ヤング著／今井茂雄訳
（阪急コミュニケーションズ／ 800 円＋税）

特殊資料は「トイレの花子さん」の情報。それ
を集めるには、①ネットで検索する ②幽霊、
妖怪、都市伝説、民話・伝承などの本を読みつくす
③昔の花子さんについてお母さんに聞いてみる ④
今の花子さんについて小学生に聞いてみる ⑤学校
のトイレを調べる。

m

e

m

o

小学校にしか現れないのか？ トイレの何番
目にいるのか？ 話しかけてくるのか、覗い
てくるのか？ なぜトイレにいるのか？

まずはこの 2 つをしっかり頭に叩き込もう！
［ 原理 ］

1
2

アイデアとは既存の要素の
新しい組み合わせである。
新しい組み合わせを作り出す才能は、事物の
関連性を見つけ出す才能によって高められる。

第二段階

集めた資料を
咀嚼する

一つの事実をさまざまな角度から見たり、
二つの事実を並べてみてどうすれば噛み合
うか調べてみたりする。このとき浮かんだ
アイデアはどんなにつまらないものでも書
きとめておく。もうこれ以上アイデアが出
第三段階

完全に心の外に
ほおり出す

問題を無意識の心に移し、眠っている間
にそれが勝手にはたらくのにまかせる。そ

ない、という限界まで粘る。
「学校 ＝ 学び舎 ＝友達づくりの場」というよ
うに一つの事実を別の言葉で表現したり、
「学
校の七不思議 ⇒ 七ヶ所の幽霊 ⇒ 幽霊の上下関係」
というように連想したりしてみよう。

して、音楽を聴いたり、映画を観たりして、
自分の想像力や感情を刺激する。
いったん「NEW トイレの花子さん」のことは
忘れて、ミステリーでも読んで眠ろう。

m

e

m

o

「トイレのお化け ⇒ 妖怪 ⇒ 友達になる」
「三番目のトイレ」
×
「三角折り」
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第四段階

アイデアの到来

ひげを剃っているときやお風呂に入って
いるとき、あるいは朝まだ目が覚めきって
いないときにアイデアが訪れる。
一晩眠った翌日に訪れるかもしれないし、一
週間後かもしれない。いずれにしろ、気持ち
がリラックスしているときに訪れるのでメモを常に
携帯しておこう。

m

e

m

o

ひらめいた！
「トイレの 先輩 花子さん」

第五段階

アイデアを具体化し
展開させる

刊行して 30 年近く経った今でも、発想の教科書とし
て読み継がれている名著
『アイデアのつくり方』
。ヤング
氏はこの本の中で、アイデアの原理を理解し、作りだす
方法を習得すれば、誰でもすばらしいアイデアを生み出

生まれたばかりのアイデアは、そのまま

せると言っています。その方法というのが、ここで紹介

では使いものにならない。現実の条件に適

した 5 段階です。これらを順番通りにショートカットせ

合させるため、忍耐強くさまざまな手を加
える必要がある。

ずに行えば、あなたの頭にもひらめきが訪れるのではな
いでしょうか。

テーマ「NEW トイレの花子さん」の「NEW」を
表現できているか？ 他人とかぶらないよう
にひと工夫できるか？ 絵としてどうおもしろくでき
るか？ これしかない！という形にまで落とし込もう。

5 段階のうち、一番重要で、一番時間のかかるのが、
第 1 段階です。とくに一般的知識は多ければ多いほど、
組み合わせたときに斬新なものになるので、日頃から蓄
積する必要があります。そのためには、何にでも興味を
持つことです。
何でもおもしろがって調べること。
「好き」

m

e

m

o

先輩 ⇒ 先輩肌 ⇒ 女子からの支持率上昇
おかっぱ頭をアッコ姉さんふうにする !?

に勝るものなしです。
次に大事なことは、物事をさまざまな角度から捉える
力をつけること。拡大したり縮小したり、遠くから見た
り、ちら見したりして、一つの事実からいろんな意味を
見つけ出す。そうすると他のものとの関連性が見つけや
すくなります。つまり、新しい組み合わせが見つけやす
くなるのです。
アイデアは、パッと思いつくものではありません。地
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※「Welcome! キャラクターさんコンぺ」は

道な努力が必要なのです。逆に言えば、才能ではない。

P.177 を、募集要項は P.087 をご覧ください。

あなたの頑張り次第なのです。
ぜひ実践してみてください。

あなたにピッタリの
発想法を見つけよう!
その道のプロは、独自の発想法を持っています。

まずは真似ることからはじめてみてはいかがでしょう。

創造的思考に
適しているのは︑
いくらか拘束されていて︑
でも心は遊んでいる状態
︱︱問題から答えが出るまでに

■寝させる
は時間がかかる︒寝るという無

ものを考えるとはどういうこ
となのかを考えさせられる︑発

が生まれる︒

想本の名著︒アイデアが生まれ

■触媒

意識の時間を使うことで︑考え

自身の体験に即して書かれてあ

︱︱さまざまな知識や経験の中

る仕組みや頭の中の整理法が︑
ります︒発想どころか︑考える

ービスとは思いやりである﹂と

﹁企画とはサービスである︒サ

こと自体が億劫になっている人

企画とはサービスである
サービスとは思いやりである

ター﹁くまモン﹂をはじめ︑商

いう信念のもと︑人との出会い︑

にひとりの人間の個性が入って

品開発︑企業ブランディングな

コミュニケーションを大切にし

いくと︑新しい知識が生まれる︒
︱︱知識は︑不要なものをどん

ど多岐にわたって活躍する小山

にはぜひオススメ︒読めば自分

どん捨てることで︑思考に活力

薫堂さんの仕事術を公開︒日光

の思考が拡がっていくのを感じ
発想法については︑ジェーム

をもたらす︒では︑どうやって

露しています︒

ス・Ｗ・ヤングの﹃アイデアの

知識を捨て︑整理するか︒

映画
﹃おくりびと﹄
やキャラク

つくり方﹄に共通する部分が見

ている小山さん︒その仕事術か

■すてる

られるのもおもしろいですよ︒

らは︑発想法だけではない︑も

■
﹁喜んでもらうとうれしい﹂
体

金谷ホテルのプロジェクトや︑

生み出し︑どう商品づくりやプ

熊本県の地域振興キャンペーン

ロジェクトに結び付けていくか

■とにかく書いてみる

く書く︒

質をつくる

︱︱よく調べて材料はたくさん

■垣根を越えて

を紹介しています︒

することで新しいアイデアが生

らい︑ブレイン・ストーミング

い︒専門と専門の垣根をとりは

科で行われている授業内容も披

る東北芸術工科大学企画構想学

ング法など︑自身が教授を務め

そこから発想を広げるトレーニ

■無駄遣いのすすめ

い﹂
をアイデアに

■身の回りにある﹁もったいな

書を書く

また︑日常の音に耳を澄ませ︑ ■ラブレターを書くように企画

まれる︒

似たもの同士ではうまくいかな

︱︱新しい思考を生み出すには

のをつくるときの心構えについ

と、と語る小山さんの仕事術が満載。

ても学べます︒

究極の企画は自分の人生を楽しくするこ

に︑小山さんがアイデアをどう

（小山薫堂著／ＮＨＫ出版）

﹁くまもとサプライズ﹂
などを例

い日常を特別な記念日に変える発想法』

あるのに考えがまとまらなくて

ます︒

〜つまらな

幸せの仕事術

『小山薫堂

書けない︑というときはとにか

『思考の整理学』

（外山滋比古著／ちくま文庫）

本。近年、再び注目を集め、現在は累計

1986 年に出版されたロングセラーの発想

発刊部数 191 万部を突破。

014

アイデアを企画に収束させる考

る考具︑アイデアが拡がる考具︑

具﹂です︒情報が頭に入ってく

考えるための道具︑
それが
﹁考

思考系︑理解系︑記憶系など︑

ーニング法を紹介しています︒

脳の成長のしくみに沿ったトレ

じるなら︑この本がオススメ︒

最近脳が鈍くなっていると感

脳は死ぬまで
成長を続ける

具など︑段階に応じた実践的な
脳の機能を総合的に鍛えること

考えるための 道 具 ︑
あります︒

考具を 通りも紹介︒考具を使
うことで物の見方︑自分の意識
発想力につながります︒

で︑脳の力がグンとアップし︑

明け」でも話題となった今最

が変わり︑アイデアがどんどん

選出され、
「プロフェッショナ

■寝る前に必ず つのことを記

ル 仕事の流儀」や「ガイアの夜

溢れてきます︒

著者は、Newsweek 誌「世界

録する

が尊敬する日本人 100 人」に

■ 年前に読んだ本をもう一度

ド社）

■色につられてヒントが集まっ

（佐藤ナオキ著／ダイヤモン

3

てくる
﹁カラーバス﹂

運 動、 聴 覚、 視 覚、 記 憶。

を鍛えることで、
「なりたい

脳の 8 つのエリア（脳番地）

レーニング法を紹介。発行

部数 27 万部。

読む

思 考、 感 情、 伝 達、 理 解、

■出かける前の 分間でカバン

（加藤俊徳著／あさ出版）

10

自分」が手に入る。66 のト

アイデアは探さない
﹁ボヤっと見﹂
で視点をズラす

んでいる人にとっても︑ひらめ

くヒントが満載です︒

『問題解決ラボ』

10

『脳の強化書』

■放射状に展開する頭の中をそ

ン局で働くアイデアマン。

のまま表現してみる﹁マインド

ポレートコミュニケーショ

の整理をする

る良書。著者は博報堂コー

マップ﹂

実践的な方法が書かれてあ

■頭が働かなくなったらひたす

アイデア本の中でもかなり

■迷路脱出のための処方箋﹁オ

超の案件を

■アイデアは探さない︱︱﹁ボ

︱︱ 当たり前の疑い方

2

■下手クソなイメージほど︑ア

1
など︒
きだけ 本に分かれる箸﹂

1
が読み取れるモノサシ﹂﹁使うと

1

イデアは
﹁発酵﹂
する

も注目されるデザイナー。

世界の一流企業をクライアン
ト に 持 ち︑

ー・佐藤ナオキさん︒彼はデザ

に化学反応を起こす

■
﹁チマチマメモ術﹂
でアイデア

ではなく
﹁ ÷ ﹂
で
■
﹁ ＋ ﹂

ヤっと見﹂
で視点をズラす
を 解 決 し ま す︒た と え ば︑
﹁背

イン目線で考えることで︑新し

景が明るくても暗くても目盛り

い視点を提供し︑目の前の問題

同時進行で解決するデザイナ

(
%
%

ふだんアイデアが出なくて悩
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2

21

アハウス）

ら歩く

（加藤昌治著／ CCC メディ

ズボーンのチェックリスト﹂

『考具』

それについて
考えているとき

ぼーっと
しているとき

眠る寸前

仕事・家事中

散歩中

入浴中

電車・バスの中

トイレの中

起きがけ・睡眠中

「それについて考えているとき」
に次いで
「ぼーっとしているとき」

が多いことを考えると、もうダメだ！ 何も浮かばない！ とい

いいえ 61％

はい 39％
公募で脳を刺激しているからか、歳をとってもアイデアが浮かん

でくる方が多いようです。一方、アイデアが浮かばなくなったと

友人や家族はもちろん︑自分と

かされるようなことに触れる︒

美術館や演劇︑音楽など心が動

で情報を得たりする︒

読んだり︑ニュースサイトなど

あらゆるジャンルの本や雑誌を

にまとまってくる︒

い段階でも︑まわりに話すうち

アイデアがまだ形になっていな

くわすことがある︒

いがけないおもしろい考えに出

子供との会話を頻繁にする︒思

話をする︒

違う価値観を持っている人とも

すべてにおいて好奇心を持つ︒

好きなものに対して︑なぜ惹か

れるのか理由を追求し︑分析し
てみる︒

物事をあらゆる
角度から見る

身の回りのものを観察したり︑

普段使っているものを他のもの

で代用できるか考えたりする︒

ひらめきや思いつきだけに頼ら

ず︑﹁考える時間﹂
を作る︒

無理に考えないようにして自然

体でいる︒

とことん考える↓何も考えない︑

を繰り返す︒

の人の立場だったらと想像する︒

知識をインプットする︵英語や

とをする︒

ストレスをためない︒楽しいこ

その他

あったらいいな︑を考える︒

メモをする

頭に浮かんだこと︑心に響いた
言葉をメモする︒

気になるものはカメラで撮る︒

ズなどをする
︵なぞなぞなど︶
︒

歴史など︶
︒柔軟性を試すクイ

いつもとは違う道を歩く︒

ニュースを見るとき︑自分がそ

考える・考えない

物事を冷めた目で見ない︒

いろいろなものに
興味を持つ

人と話す

アイデアを生み出すために
努力していることを教えてください︒

Q

I
D
E
&
I
D
E
'
I
D
E
(

20
15
10
5

60代以上 20 代以下
11％
18％
50 代 15％
「はい」の
年代別
30代 30％
40 代 26％

歳をとってアイデアが
浮かばなくなったと感じますか？

Q

25

あなたの
発想法を
教えて
ください
0

てみました
アンケートをとっ
アイデアが一番ひらめくのは
どんなときですか?

Q

うところまできたら、いったんあきらめて脳を休ませてあげるこ

とが大事ですね。

のタネを見つけるようにしたいですね。

感じはじめるのは、30 代頃から。日頃から意識して、アイデア
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脳のしくみを知れば、アイデアは生まれ続ける!

のは︑カバンが軽いときなんで

アイデアが生まれるときという

との優先順位をつけています︒

変えたり︑違う行動をとったり

すぐ仕事が始められる︒環境を

アがひらめき︑着いたころには

すると︑歩いている間にアイデ

挑戦は脳をもっとも
成長させるエキスです
アイデアを生む一番の方法は︑ す︒たとえば︑読むべき資料が

することで脳がリセットされ︑

たりすると︑前の状態には戻れ

のは︑新しいことを見たり聞い

脳を変えることです︒脳という

たなと思う︒その瞬間︑アイデ

て︑もっと持ってくればよかっ

個に集中できるから︑読み終え

らす︒余計なことを考えずに

いところをえいやっと 個に減

っていく︒一つの公募にずっと

ンジしていくプロセスが脳を作

キス︑それは挑戦です︒チャレ

脳を成長させる最も大事なエ

アイデアが生まれるんです︒

ない︒つまり︑同じものを見て

す︒短所の近くに長所があるの

なことの近くの脳が伸びるんで

することがある︒人間は︑苦手

いんじゃないかと気づき︑成功

こっちの公募に出したほうがい

28 日間のワークで、記憶

個あって︑全部持っていきた

も︑新しい脳だと違って見える

応募しているけれどなかなか結

ェ勉をするのですが︑一つの仕

ことがアイデアにつながります︒ も必要です︒ぼくはいつもカフ

発見をする︒それを積み重ねる

事が終わると︑次のカフェへ移

果が出ない︒でも︑あるとき︑

脳生活術というものを考えた

動します︒そのとき次にやるべ

力や集中力を鍛えます。

五感とボディに刺激を与えて︑

のです︒だから︑昨日より今日︑ アが浮かぶ︒心の余裕がアイデ
一つでも多く新しい体験をする︒ アに結び付くんです︒

とき︑脳を休めることも重要で

また︑脳をリセットすること

す︒ぼくは︑朝︑カバンに詰め

で︑うまくいかなくてもチャレ
ンジしていると違う脳が伸びて

活に寄り添った 1 日 30 分、

2

2

き仕事をちらっと見てから移動

使い方を変えられる！ 生

10

るものを考えることで︑やるこ

いく︒失敗の連続で伸ばした脳
を︑あるときそれに合ったもの

に適合させると成功するんです︒
あなたの脳はあなたの失敗を知
っています︒その経験が実は脳
を伸ばしていくことになるので
す︒やったことのないチャレン
ジをやり続けることによって人
間は違った感想や見方を持ちま
す︒いろんな経験を積むという
意味でも︑チャレンジを与えて
くれる公募はおもしろいなと思
いますね︒
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曜日別プログラムで、脳の

1961 年新潟県生まれ。医師、医学博士。株式
会社
「脳の学校」
代表。昭和大学医学部、同大大
学院を卒業。1 万人以上の脳画像分析に従事、
MRI 脳画像診断のスペシャリストとして活躍。
著書に
『仕事ができる人の脳 できない人の脳』
（ディスカヴァー・トゥエンティワン）
、
『脳の
強化書』
（あさ出版）など。新刊に『脳の学校ワ
ークブック』
（ポプラ社）
がある。

『脳の学校ワークブック』

加藤俊徳先生

加藤俊徳先生
『脳の強化書』著者

脳というのはものすごく敏感な臓器で、なりたいように作り変えることが可能です。

では、どうすればアイデアが生まれやすくなるのでしょう。その方法を伺いました。

5/22 〜 6/21

4/21 〜 5/21

3/21 〜 4/20

双子座の場合、風に当たると、ク
リエイティブマインドが刺激され
る暗示。煮詰まったときは、窓を
開けたりベランダに出てみて。あ
るいは自転車を走らせるのもグッ
ド。こぐほどに風を感じられる…
…というか、あなた自身が風にな
れたような気になり、ものを考え
る際の視点が違ってきそう！

懐かしさや歴史を感じさせるもの
が、牡牛座のアイデアパワーに火
をつけます。たとえば、おじいち
ゃんおばあちゃんの若いときの写
真を見ると、ふいに小説のプロッ
トが浮かんだり……。遺跡の散策
も吉。そこここから伝わるいにし
えの人々の思いを汲み取ると、そ
の瞬間インスピレーションが。

元来、開拓者精神に富み、新しも
の好きの傾向が強い牡羊座。周囲
の誰もが知らない、しかもブレイ
クのきざしを感じさせるものにふ
れると、ワクワク・ドキドキ状態
に。その刺激で脳みそも一気に活
気づき、アイデアが生まれるでし
ょう。または見晴らしのいい「高
いところ」
に行くのもおすすめ。

ひらめきドリンク

ひらめきドリンク

ひらめきドリンク

レモネード

ミルクココア

コーヒー

8/24 〜 9/23

7/24 〜 8/23

6/22 〜 7/23

動物とのふれあいが、乙女座のア
イデア力を高めてくれます。特に
おすすめは、動物と話すこと。た
とえば猫相手なら「〇〇ちゃん、
どうしたの？」
「にゃー」
「いじめ
られたの？ 誰に？」
「ふにゃ」
「言
えないの？ そっか、仕返しが怖
いのね！」というようにひとり二
役で。そのうちにひらめきが！

獅子座の守護星は太陽。その光を
浴びると、画期的なアイデアが芽
を出すでしょう。特におすすめは
早朝。朝日のほうを向いて立ち、
目をつぶり、おでこのほぼ真ん中
〜ヨガなどで言うところの「第三
の目」〜に朝陽を当て、深呼吸を
５回します。そのとき両手は、腰
にあてましょう。

ひらめきドリンク

ひらめきドリンク

ひらめきドリンク

乳酸菌飲料

ザクロ入りのジュース

豆乳

夜空に輝く月と縁が深い蟹座。月
の力を借りると、がぜんアイデア
が生まれやすくなります。いちお
しは新月の晩と満月の晩。月の存
在を意識しながら瞑想すると、す
ばらしいひらめきがやってきそう。
そのときにシルバーでできたもの
を身につけるか、手に握りしめて
いるとモアベターですよ。

12 星座が教えてくれる
アイデアのヒント☆
最後は星の声に耳を傾けてみましょう。
不思議とアイデアが湧いてきますよ。
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天城 映先生
1962 年生まれ。心理・占術研究家。雑誌やテ
レビ、携帯サイト、Web サイトなどに、占い・
心理テストの連載や監修を数多く持つ。著書に
『心の扉』
『運命の扉』
『タンゴとレイラのハッピ
ー！ココロうらない』など多数。公募スクール
で
「占いライター養成講座」
の講師を務める。

11/23 〜 12/22
上半身が人間・下半身が馬のケン
タウロスが、星になった射手座。
このように、異質なもの同士を組
み合わせると、名案を思いつくの
が射手座の特質です。困ったとき
にはまず、これとこれをコラボさ
せたら？というところから考えて
みて。また、海外の雑誌や新聞、
書籍もアイデアの宝庫。

視界にいろいろ入ってくると、気
が散って、アイデアが出てきにく
くなるのが蠍座。何も出てこな
い！ってときは、アイマスクをす
るとか、遮光カーテンをひくなど
して視界をさえぎるといいでしょ
う。なお夜中の２〜３時頃に、頭
が冴えてくることが多いようです。
創作活動は夜中をメインに。

9/24 〜 10/23
両手を広げて片足で立ったり、大
きなボールに座ったりといった、
「うまくバランスをとることが必
要な動作」
。天秤座にとっては、
これこそがアイデアを呼び覚ます
アクションです。創作に行き詰ま
ったときはぜひやってみて。ぐら
ぐらした身体を立て直そうと必死
なときに、ポン！と名案が降臨。

ひらめきドリンク

ひらめきドリンク

ひらめきドリンク

フラペチーノ

プーアル茶

ミルクティー

2/20 〜 3/20

1/21 〜 2/19

12/23 〜 1/20

人一倍の企画力・ひらめきに恵ま
れているのが水瓶座。アイデアを
出すのに苦労するということはま
ずありませんが、もっと奇抜なも
の・画期的なものを出したい！と
いうときは、シンセサイザーの曲
を BGM で流すと吉。ただし歌詞

お腹が空いてくるにつれ、感覚が
研ぎ澄まされ、頭が冴えてくるこ
とが多いようです。光るアイデア
を出したいときは、ほぼ断食とい
っていいくらい極力食事量を減ら
しては？ ただし水分はちゃんと
とること。なお折り紙など簡単な
手作業をするのも、アイデアを出
すいい刺激となります。

理屈を超えた、不思議なカンに恵
まれている魚座。アイデアを出す
有力な手がかりは
「夢」
。何かひね
り出さなくちゃというときは、お
風呂に入ってから、
「何かいいア
イデアをください」と神頼みして
から眠りについて。なお枕元には、
目覚めたとき夢を書き留めるメモ
をお忘れなく。
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10/24 〜 11/22

は入っていない方がよさそうです。
おでこを冷やすのもグッド。

ひらめきドリンク

ひらめきドリンク

ひらめきドリンク

カモミールティー

炭酸飲料

濃い日本茶

