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上野真幸

悩める人生の特効薬

歳 学生）

まわりに流されて出ていくのも一つ
きっかけなんてもんはどうでもエ

の理由で良いんじゃないかな？

社会に出れば、そんなに甘いもんで

エねん。大事なのは、結果やと思うよ。
はないということがわかる。出ていく
理由、意味にこだわっていたって無意
味。俺はいく、と決めたら覚悟を決め
ていく。いかない、と決めたらキッパ

か、それだけの選択。

どれだけ悩んでも、いくかいかない

リサッパリともういかない！

んて、ここでは

く。その理由な

東京に出てい

理由なんて問題ではない
大事なのは結果

（新潟県／斗真

てください。よろしくお願いします。

上野さんはどう思われますか？ 教え

東京に出ていく理由、意味などを、

でいるのですが（笑）
。

攻めの姿勢をくずすな。長い人生、引き分けもあれば負けるときもある。
大事なのは、いつ何時でも気持ちが前を向いているかどうか。
ここ一番というときにこそ、力をこめて踏ん張れるかかどうかで、絶対に未来が変わってくる。
上野真幸のパワフル人生劇場、今月も全開

友達がみんな東京に就職
東京に出ていく 意味って？
こんにちは。もうすぐ大学卒業の、
悩める男です。
高校卒業のときも同じことを思っ
ていたのですが、自分のまわりの友達
は、地元から東京にわざわざ出ていっ
て、進学とか就職をする奴がすごく多
それも、都会への憧れ、という単純

いんです。
「自分を試してみたい」
「大都会でチャ

就職先を東京にしようかどうか悩ん

した女に、子どもができた。俺が心底

思う。出ていきたきゃいけばいいし、

それでも、そんな彼でもいい。悔し

ンスをつかみたい」など、夢や希望、

問題ではないと

目標があるのであれば、東京で自分を
好きなのはオマエだけど、その責任を
いからという気持ちではなく、純粋に

かつ安易な理由で。そういう自分も、

試してみる、というのはすごく良いこ
取らなきゃいけないから、
別れてくれ」

言われてみれば、なんだか、いつも
相手を傷付かせて終わっているよう

あれば、アナタの考えは間違ってはい

奴で終了です。その時々の状況を、自

はおかしなこと。ただの自己中心的な

もし理解できないのであれば、それ

ない。

でもこれって、そんなに悪いことな

な感じかな、と。

彼とは別れたくない！ という気持ち

（上野）

しまうというのは、僕はまったく好き
まわりから何を言われても、自分が

ではない！
逆の立ち場になっても、ずっとその考
自分の考えが

手の立場になったとき、アナタ自身は

タの考えは間違いではない。自分が相

えが正しいと思えるのであれば、アナ
正しいと思うの

れば、そのうち相手を好きになれるか

り、まわりの声に左右されず、常に自

（上野）

をつらぬき通すべきだと思います。

自分流の恋愛をじっくりと考え、それ

愛。まわりの声に流されることなく、

誰のものでもない、アナタ自身の恋

どう思うか、それが答えです。

るのであれば、それは誰にも否定でき

度もしていない。そう明確に思ってい

が、自分は間違ったと思ったことは一

まわりから、誰に何を言われよう

い。ただそれだけのこと。

いだと思うのであれば、それは間違

は正しい。間違

であれば、それ

逆の立場になったとして
それが正しいと思えるか

分に有利な方向にいいように考えて

んですかね？ 上野サンの意見をぜひ

や～

歳 会社員）

なのであれば、あなたの気持ちを思

どんな恋愛になろうが、自分が幸せ

いう気持ちは、ある意味自分のわがま

（千葉県／Ｔ・Ｔ

聞かせてください～！

好 き な も ん、 し ょ う が な い や ん！

いっきりぶつけたったらエエ。

一つの考え。

とだと思う。仮に今、中途半端な気持
と言われました。

歳）
好きな気持ちをぶつけて何が悪い！
悔しい気持ちも含めて、わがままも
含めて直球勝負で向っていったらエ
エ！ それが恋愛です。結果なんてビ

しいから別れた

だと思えたとき、それが本当の幸せな

ビってたらアカン。

くないのです

ま。そのわがままを少しだけガマンし

ガンガン、思いっきり恋愛したって

んだと僕は思います。

これからの行き先が不安であって
て、冷静に物事をとらえてみてはどう

どんな理由であれ、別れたくないと

ら別れたくないのですか？

か？ 好 き だ か

アナタは、悔

自分の気持ちを思いっきり
ぶつけたらエエ

（岩手県／Ｋ

い。どうしたらいいですか？

すごく悔しいし、私は別れたくな

ちで出ていったとしても、いつか良い
結果が出れば、それは結果オーライで
どんな気持ちで、どんな状態で上京

はないでしょうか。
したとしても、上京後に出てきた目標
や夢、今度はそれに向かって努力す
る。そういったことが今度は結果に結
反対に、計画をしっかり立てて、夢

びついてゆく。
や希望を持って上京したとしても、上
京後にいろいろと出てくる問題に負
けてしまい、結果的に地元へ帰郷する
ことになっても、それはそれでひとつ

も、進んでいく度胸がなければ、新し
でしょう？

りに決められるもんじゃない。まわり
はしょせん、外側から評価するしかで

な、と思って、まずは軽い気持ちで付

転し、アナタ自身がすごく悩み、傷付

読者の皆様からの相談、質問、
お待ちしています !!

の結果です。

い道を切り開くことはできない！ だ

だって、何が悪いかわからないのだ

ないこと。

れても、わからないものはわからな

好きでもない女と
付き合うことが
そんなに悪いこと？

い。だったらその考えで、僕はいいと

何をどう間違えたのか？

彼氏は「間違えて浮気した」
。でも、

から、いくと決めたらとことんやる。
こういう、前に向かっていく気持ちを

「責任を取らなきゃいけない」
。アナ
先日、会社の先輩に「オマエ、好き

から、直しようがない。先輩に説教さ

行動なくして結果なし！ 努力なく

でもない女とホイホイテキトウに付

思います。

タと別れることで、彼は果たして責任

き合って、別れてばかりいるんじゃな

をとれるのでしょうか？ ただ悔しい

い 」と、長々と説教されてしまいま

（上野）

自分の未来なんですから

からというだけで別れを惜しむので

よけいなお世話だと思いましたが、

した。

それが間違いかどうかなんて、まわ

あれば、その気持ちはガマンすべきだ
少し見方を変えて見てみるのもい

と僕は思います。

この彼は、アナタと別れたいがため

分の意見をつらぬき通す奴の方が、僕

その評価にビクビクしている奴よ

きないのですから。
に適当な言い訳をしているのではな

き合い始めるんですが、なぜかいつも

は勇気を持っている奴だと思う。

確かに自分、とりあえず付き合い始め

いか？ 結婚を約束しているのにも関

まったく続かず、結局は別れてばかり

いかもしれません。

こんにちは。

わらず、こんなことをするいい加減な

なんです。

もしも自分がやってきたことが逆

長年付き合って、結婚も約束してい

奴。という目線で見てみるのもまた、

浮気した女に子どもが
できた。その責任を
取るから別れてくれ

!!

た彼氏がいるのですが「間違えて浮気

き、落ち込むときがきたとして、相手

更新中 !! 上野真幸の BLOG DESTINY

!!

し て 栄 光 な し！ 誰 の 未 来 で も な い、

持つことやと思います。

国道 26 号線、箱の浦ランプ北 T 字路を第二阪和国道方面へ曲がると、
真っ黒の大きな建物が出現する。それがジャンクションプロデュースブ
ティック泉南。広い店内は、まるでカジノのような薄暗く怪しい雰囲気。
ジャンクションプロデュースのデモカーも展示され、オリジナルグッズ
も多数そろっている。カーショップというよりは、カーショーのブース
がここにある、
といった具合。奥に進むと、
ステイタス感あふれるゴージャ
スな VIP ルーム。ここで代表の上野サンと、アナタが目指すべき理想の
VIP の姿を相談し、ドレスアップの腕をたっぷりとふるってもらおう。
■ジャンクションプロデュースブティック泉南
〒 599-0232 大阪府阪南市箱作 2129 TEL.072・476・6300

ブログのキャッチフレーズは「運命 〜それは自分で変
えるもの〜」
。携帯からも OK。
http://ameblo.jp/jpboutique/
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1974 年生まれ。大阪府のプロショップ、ジャンクションプロデュース
ブティック代表取締役。常にフルスロットル、フルパワーで攻め続ける
39 歳。いつも心には「感謝の気持ちを忘れずに」
。

に
「これってそんな悪いことですか？」

●上野真幸が読者の皆様の相談、質問に全力でお答えします！
仕事、恋愛、人間関係の悩みなど何でも OK。〒 170-8427 東
京都豊島区東池袋 2-45-9（株）芸文社 VIPCAR 編集部 また
は vipmac@geibunsha.co.jp いずれも「道標」係まで。
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上野真幸
と言われて、迷わず理解ができるので
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