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はじめに 

ようこそ！ 
「２分で心をワシづかみ！話のネタ帳ベスト１０」 へ 

この資料は、人前で話したり教えたりする人が、話の冒頭などで、
聞き手の心をつかむために使える、話のネタを集めたものです。 

●どんなカタイ場面でも、引かれない！ 
●初心者でも、すべらない！ 

こうした「安全で」(笑）、「効果的な」ネタ、よりすぐりのネタを 
１０コ 集めました。ぜひご活用下さい。 

（使用上の注意） 

●話が受けなかった場合は、何事もなかったかのように、さっさ 
  と次の話題にうつってください。 

 

 



話のネタ帳ベスト１０ 目次 

 ネタ１ ３億分の１の奇跡 

 ネタ２ ＣＯＭＭＵＯＶＥＲＥ 

 ネタ３ ダマされる脳 

 ネタ４ 座高測定 

 ネタ５ 雨の日のナマケモノ 

 ネタ６ 甲子園球場に本籍をもつ  

 ネタ７ ビジョンを語る 

 ネタ８ フランスの結婚 

 ネタ９ エジソン未完の発明 

ネタ１０ 人生の終わりに残るのは・・・ 

 



【ネタ１】 ３億分の１の奇跡 

 これは、あなたが生まれてきた奇跡の話である。 
 １回に射精される精子の数は、何と３億個。５０ミクロン(１ミリ
の２０分の１）の長さの精子が、毎分３ミリ程度の早さで進む。 
 しかし、白血球の攻撃を受け、すぐ、６０００個くらいになってし
まう（この時点で、１/５０００）。 
 卵管は繊毛が排卵しやすいような向きに生えているので、反対
方向から障害物を越えるように進んでいく。ここを通過できる精
子は、１００個くらい。 
 １００個が協力して、卵子の周辺にあるバリアを除去。そして、
１つだけが通過する。１つが通過するとバリアはそれ以外の進入
を拒み、残った精子は討ち死にする。 



【ネタ１】 の活用方法は・・・ 

 だれでも等しくもっているもの。それが「命」。 
 当たり前のことに思えるけれど・・・ 
 それは奇跡的な確率で選ばれてきた結果。 
 まさに、 
 「生きてるだけで丸儲け！」 感謝。 
 自分なんて・・・と思ったりしたとき、この言葉
を思い出しましょう。 



【ネタ２】 ＣＯＭＭＵＯＶＥＲＥ 

 さて、これ何語？ 
 何と読むのでしょう。実は・・・ 
 カタカナ表記なら、「コンムオーべレ」 
 イタリア語です。 
 日本語には、直接訳せない。 
 意味は・・・ 

 「涙ぐむような物語にふれたとき、感動して胸が 

  熱くなるさま」 
 ＣＯＭＭＵＯＶＥＲＥ（コンムオーべレ） 素敵ですね。 
                      「翻訳できない世界のことば」（創元社）より 



【ネタ２】 の活用方法は・・・ 

 言葉は、文化を表す。 
 だから、極寒の地で暮らすイヌイット（エスキ
モー）の方々は、「雪」を表す単語を、５２種類
使い分けるそうです（カナダの女流作家マーガ
レット・アトウッドによります）。 
 それぞれの文化の中に根付いていて、翻訳
できない言葉。それに出会うと、その文化に
触れられたようで、心がちょっとだけ通じ合え
た気がしませんか。 

 



【ネタ３】 ダマされる脳 

渦
は
、
右
巻
き
？ 

左
巻
き
？ 

そ
れ
と
も
？ 



【ネタ３】 の活用方法は・・・ 

 わかっていても、ダマされる。 
「絶対に私はダマされない」 ということはない。 
 タネを教えてもらっても、それでも解けない
魔法（マジック）。それが錯覚ですね。 
 直感を信じるのもよいですが、同時に、客観
的な測定結果を信じることも大切だ。 
 そんなことを教えてくれます。 
  



【ネタ４】 座高測定 

 あなたは、小学校の頃、身体測定で、身長・体重だけ
でなく「座高」も測られていませんでしたか。 
 身長は高く、座高は低く、ムリして調整していませんで
したか(笑）。足長さんに見えるように、、、 

 さて、その座高測定ですが、２０１５年に廃止されて
います。どうしてでしょうか？ 

 本来、子供の「内臓の発育を確認する」ために実施さ
れていたが、まったく意味がないことが判明し、２０１５
年に廃止されたそうです。 

 



【ネタ４】 の活用方法は・・・ 

「昔からやっているから・・・」 
 そんな理由だけで継続していること。もし、
そんな状況に気づいたら止めてみるのはいか
がでしょうか。 
 それは、「思考停止」 している自分に気づく
こと。そして、気づくだけでなく、別の行動を
とってみること。 



【ネタ５】 雨の日のナマケモノ 

 雨が続くと、ナマケモノは餓死してしまうことがある
そうです。えっ、どうして？ 
 それは、ナマケモノの省エネ体質に関係しています。 

 通常は、１日に葉を１～２枚食べれば十分。体力を
温存し、排便も週一で、このときだけ木から下ります。
体の動きだけでなく内臓も省エネであるため、消化に
数週間かかる場合も。 
 この省エネがいきすぎており、体温調節機能も弱い。
だから、雨の日が続くと体温が下がって消化できず、
餓死してしまうことがあるのです。 



【ネタ５】 の活用方法は・・・ 

 本末転倒。 
 そんな言葉が似合う、残念なナマケモノ。 
 コストダウンだけを追求することで、本来の
成果や価値を失ってしまう、そんな経験はあり
ませんか。 
  



【ネタ６】 甲子園球場に本籍をもつ人 

 阪神タイガースの本拠地、甲子園球場に本籍
をもつ人が、およそ、７００人いるという。 

 さて、どんな人たちでしょう。 

 

 答えは、本籍をそこに決めた人。 
 法律上、住居表示のある場所なら、本籍はど
こにでもうつせるんです。 
 ちなみに、「阪神タイガース」は文法的には
ちょっと変。本来なら、阪神Tigers（タイガーズ）
と“ｓ”は濁るはずなのですが。。。 



【ネタ６】 の活用方法は・・・ 

 1948年（昭和23年）に全面改正施行され
た「戸籍法」によると、 
「本籍とは、戸籍に記載される人が任意に定
める、日本国内のいずれかの場所のこと」 
 そう「任意」に定められるんですね。 
 原典に当たってみると、意外な発見がある
ものです。 



If you want to build a ship,don’t drum up the people to collect wood 
and don’t assign them tasks and work,but rather teach them to long 
for the endless immensity of the sea. 

(Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, comte de Saint-Exupéry) 

船をつくりたかったら、人に木を集めてくるように 
言ったり、作業や任務を割り振ることをしないで、 
はてしなく続く広大な海を慕うことを教えましょう。 
                 (サン・テグジュペリ) 

【ネタ７】 ビジョンを語る 



【ネタ７】 の活用方法は・・・ 

 星の王子様の著者、サン・テグジュペリは、
本質を一言で言い切る天才ですね。 
 この他にも、「愛するということは、互いに見
つめ合うことではなく、一緒に同じ方向を見る
ことだ」という言葉も残しています。 
 いずれも、未来に思いをはせる素晴らしさを
教えてくれているのではないでしょうか。 



【ネタ８】 フランスの結婚 

 フランスでは、結婚に関するちょっと
変わったルールがあります。それは・・・ 

「フランスでは、（？） と結婚ができる」 

 

 答えは、故人（死んだ人）。 
 法律ができたのは、１８０３年。ナポ
レオン政権の頃、戦争が絶えず、死ん
でしまった男性と、残された女性が結
婚できるように制定されました。 

  



【ネタ】 の活用方法は・・・ 

 現在も、フランスでは民法において認められ
ている。財産の相続権は生じないが、女性は、
死亡した男性の姓を名乗ることができ、子供
は男性の子供として認知されるそうです。 

 しかし、ナポレオン時代の考え方が今も生き
ている。フランスという国の奥深さを感じます。 



【ネタ９】 エジソン未完の発明 

 発明家で実業家の、トーマス・アルヴァ・エジソン。 
 最期まで挑戦した発明は、何だったでしょうか？ 

 

 答えは「霊界通信機」 
 エジソンは、ブラヴァキー夫人が主催する霊界交信セ
ミナーにはまり、晩年はオカルトにはまる。 
 有名な「１％のアイデアと９９％の努力」について、正
確にはこう言っている。「若いほど、自分に宿っているリ
トルピープル（宇宙からの声）に耳を傾けることができる。
大人になると、その能力は衰えてしまうが、１％でも
残っていれば、あとは努力次第で何とかなるものだ」 



【ネタ９】 の活用方法は・・・ 

「１％の・・・」ではじまる、エジソンが話したと
いう言葉。実は、取材した記者の勝手な解釈
で「努力が大切」というように置き換えられて
しまったと言われてます。 
「メラビアンの法則」という都市伝説もしかり。 
しっかり原典にあたって確認したいですね。 
 マズロー（５段階欲求説）も晩年は「６段階
め」を考えていたそうですが、偉人たちも、人
生を重ねるに従って、「スピリチュアル」的な方
面に興味を引かれるようになるのですね。 



【ネタ10】 
人生の終わりに残るのは、我々が 
集めたものではなく、与えたものだ。 
         ジェラール・ショドリー 
• “Ce n'est pas ce que nous avons amassé qui reste après cette vie, 

mais ce que nous avons donné.” Gérard Chaudry 



【ネタ10】 の活用方法は・・・ 

 拙著「人前で話す・教える技術」の「あとが
き」にご紹介した言葉です。 
 学ぶ（集める）ことも大切ですが、教える（与
える）ことは、もっと大切。 
 人生の生産性（OUTPUT与えたもの÷INPUT
集めたもの）を考えると、最期の決算を迎えた
とき、分子が大きい＝生産性の高い人生であ
りたいと思います。 

 



おわりに 

 今回は 「話のネタ帳ベスト１０」 をご覧いただき、ありがとうござ
いました！実は、この資料、「ライブメソッド～人前で話す・教える
技術」のサイト（https://live5）に載せている「話のネタ」からピック
アップしたものです。 
 上記サイトでは、こうしたネタ以外に、毎日、【今日は何の日】と
題して、その日が何の記念日なのか、どんな日なのかをお伝えす
る記事を投稿しています。 
 ふだんからこうしたネタを地道に集めておくことは、人前で話す・
教える方には、とくに有効です。ぜひご活用下さい。 
 それでは、メルマガでお会いしましょう。 
 これからも、よろしくお願いします。 
    

         ライブ講師®実践会代表 寺 沢 俊 哉 
  

 

 


