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はじめに 

 

このレポートは、毎日忙しくて出会いがないな・・・、と感じている

頑張りやさんのあなたのために作成しました。 

 

 

✔とにかく時間がない。 

 

✔異性との出会いが少ない。 

 

✔そもそも、いい男が周りにいない。 

 

✔合コンに参加しても、プライベートで誘ってもらえない。 

 

✔自分の容姿に、まったく自信が持てない。 
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もしあなたが、少しでもこのような辛い思いをしているとしたら、今

すぐこのレポートを読み進めてください。 

 

 

必ず、あなたの本当の悩みを明らかにして、新しいあなただけの人生

を歩んでいくことができるようになります。 

 

 

それでは、早速、始めていきましょう。 
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第１章 忙しいのはなぜ？ 

 

（１） 保育業界はブラック。 

どうしてあなたは、そんなに忙しい毎日を過ごしているのでしょう？ 

 

 

あなたの友達は、毎日同じような時間に出勤して、平日でも楽しそう

にスイーツ食べ放題や飲み会などで、充実した毎日を過ごしています

よね？ 

 

 

でも、あなたは毎日忙しくて、それどころではない。 

 

 

仮にそんな時間があったとしても、毎日食べ歩けるほどのお給料はも

らっていませんよね。 
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結局のところ、保育業界というのは、典型的なブラック企業の業界で

す。 

 

 

そしてあなたは、その犠牲者であるということを、まず理解する必要

があります。 

 

 

（２） 福祉の仕事が言い訳に。 

福祉の仕事で社会的使命があるとか、やりがいがあるとか言われてみ

ても、あなたがやらされている仕事内容は、一般企業ではとても考え

られないくらいの、非生産的で非合理的な仕事内容です。 

 

 

これは、あなたが他の業界に転職してみればよく理解できることです

が、保育業界の業務効率の悪さは異常です。 
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長年、税金漬けにされてきた業界、特に、教育業界が共通して抱えて

しまう問題です。 

 

 

（３） 旧国鉄の事例。 

JRの前身組織である旧国鉄などは、その良い事例です。 

 

 

旧国鉄は、政府出資の企業であり、唯一の鉄道会社ということもあり、

トイレはいつも汚く、顧客に対するサービスも最悪でした。 

 

 

ところが、民営化された途端、トイレも顧客サービスも見事に改善し、

生産性や業務効率も急上昇しました。 
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働く人は変わらないのに、民営化した途端、業務が改善していったの

です。 

 

 

（４） お局様を排除しろ！ 

もちろん、民営化の過程で、不適切な人材を排除することができた、

という点も、旧国鉄民営化後の業務改善に繋がった一つの要因でしょ

う。 

 

 

ろくな仕事もしないで威張っている 

 

お局様がいなくなれば、 

 

あなたの仕事もやりやすくなりますよね？ 
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お局様のような不適切な人材は、早めに切り捨てなければ、組織全体

が腐っていってしまうのです。 

 

 

旧国鉄問題は、単純に税金を大量に投入するだけでは、適切に社会問

題を解決することはできないという、壮大な歴史的教訓でした。 

 

 

（５） ぬるま湯体質の保育業界。 

保育業界というのは、旧国鉄と同じような税金漬けのぬるま湯体質で、

なんとか現代まで生きながらえてきた、非生産的で非合理的な業界で

す。 

 

 

つまり、あなたが毎日忙しくて辛い思いをしているのは、決して、あ

なたの能力に問題があるのではありません。 
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単純に、保育業界自体にその問題があるということです。 

 

 

（６） 具体的な業務改善策。 

私が管理しているサイトでは、様々な状況に応じた業務改善の思考法

をお伝えしていますが、実際に実行できる保育士は限られています。 

 

 

非常に偏った前例主義が、保育業界に蔓延しているからです。 

 

 

もしあなたが、毎日忙しくて時間がないと感じていたら、私の管理す

るサイトで業務改善のヒントを掴んで、実際に行動してみて下さい。 

 

 

必ず、大きな変化を感じることができることを、お約束します。 
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第２章 「出会い」が少ない女性の真実 

 

あなたもすでに知っているように、出会いが少ないと悩む保育士は、

非常に多いですよね？ 

 

 

（１） 「出会い」が少ないのは仕方がない？ 

サービス残業の毎日で、女性だらけの職場なのだから、出会いが少な

くても仕方がない。 

 

 

こんなふうに考えていますよね？ 

 

 

確かに、保育士の仕事は忙しくて、それが原因で出会いが少ないとい

う一面もあります。 
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ただ、あなたが出会いが少ないと感じているのは、実は、他のところ

にその原因があるのです。 

 

 

（２） 「出会い」とは？ 

そもそも、「出会い」とは何でしょうか？ 

 

 

辞書を引いてみると、「出会い」とは、初めて顔を合わせること、と

いうことのようです。 

 

 

初めて顔を合わせること。 

 

 

これが、「出会い」の意味なんですね。 
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つまり、「初めて顔を合わせる人が少ない」ということで、あなたは

悩んでいるということです。 

 

 

でもそれって、ちょっと変じゃないですか？ 

 

 

あなたが求めているのは、できるだけ多くの人と「初めて顔を合わせ

たい」ということなのでしょうか？ 

 

 

そんなことに、何の意味があるのでしょうか？ 

 

 

変なこじつけに感じるかもしれませんが、ここは非常に大事な点です。 
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（３） あなたは、何を求めているの？ 

つまり、世の中の多くの女性は、出会いがない、出会いが少ない、い

い男が周りにいないと悩み続けていますが、実際のところ、自分自身

が本当に何を求めているのか、正しく理解できていません。 

 

 

「出会い」とは、具体的に、どんな人とどのような状況で顔を会わせ

ることか？ 

 

 

「いい男」とは、具体的に、どんな条件の男性なのか？ 

 

 

大多数の女性は、このような基本的なことにさえ、まともに答えるこ

とができません。 
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なんとなく街で出会って、あ、でも若くて、いい男で、それで背が高

くて、給料もそこそこ貰っていて・・・。 

 

 

（４） あなたの脳は、判断できない。 

こんなモヤモヤとした妄想をしている限り、たとえあなたの目の前に

理想的な男性が現れたとしても、あなたは気付くことすらできません。 

 

 

なぜなら、その目の前の理想的な男性が、自分が考えるいい男の条件

を満たすのかどうか、あなたの脳は全く判断できないからです。 

 

 

結果として、いい男が周りにいない、出会いが少ない、と悩み続ける

ことになるわけです。 
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（５） 実は出会っていたかも？！ 

実はこれまでにも、あなたの目の前、あるいはあなたの通勤途中で、

あなたは理想的な男性に出会っていたのかもしれません。 

 

 

単純に、あなたがあなたの理想とする男性像を、具体的に理解できる

レベルまで明確化していないために、多くの理想的な男性を見逃して

きたのかもしれないのです。 

 

 

（６） 人の脳は、意識したもの以外は排除する。 

人の脳には、意識したもの以外は排除する機能があります。 

 

 

あなたが、積極的に理想的な男性像を意識していない限り、あなたの

脳は、あなたの目の前に理想的な男性が現れても、意図的に無視して
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しまうことになるのです。 

 

 

世の中に存在する大量の情報を、全て意識し続けることは、どんなに

優秀な人間であっても不可能です。 

 

 

ですから、あなたの脳は「意識すべき情報」と「意識しない情報」を

自動的に振り分け、「意識しない情報」は排除しているのです。 

 

 

このような機能があるから、人は正常な神経を保っていられるのです

ね。 
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（７） 不要な情報が多すぎると混乱する。 

目の前にある全ての情報を意識していたら、ちょっと足を動かすこと

や、呼吸することですら、情報が多すぎて混乱してしまいます。 

 

 

人の脳が、必要最低限の情報だけを意識させることによって、わたし

たちは円滑な生命活動を維持することができるということです。 

 

 

（８） 理想の男性像を「重要な情報」に。 

ですから、あなたが今すぐやらなければいけないことは、たった一つ

だけです。 

 

 

あなたが求める本当の理想的な男性像を、できるだけ細部に至るまで

明確化すること。 
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そうすることによって、あなたの脳は、あなたの理想の男性像を「重

要な情報」と認識します。 

 

 

そして、今後、あなたの近くに男性が現れた場合は、無意識レベルで

理想の男性かどうかチェックし、該当する男性ならあなたに意識する

よう、あなたの脳があなた自身に働きかけることになるのです。 

 

 

具体的な明確化の方法については、【限定特典その１】「ブラック保育

施設を見破る３つの方法。」で解説している、「Desire Matching」

の章を参考にしてみてください。 
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第３章 貧乳は罪なの？ 

 

（１） 貧乳は正義！ 

「貧乳は正義！」 

 

 

このような言葉があることを、あなたは知っていたでしょうか？ 

 

 

一部のインターネット業界やアニメ業界などで、よくささやかれてい

る言葉のようです。 

 

 

インターネットやアニメの世界では、女性のメインキャラクターは、

大抵美人の巨乳キャラが主流となっています。 
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このような状況に異を唱える発言が、「貧乳は正義！」という言葉な

のでしょう。 

 

 

しかし、その言葉は虚しく響いています。 

 

 

（２） 男性は巨乳が大好き！ 

結局、男性は胸が大きい女性を好みます。 

 

 

だからこそ、芸能界やアニメやインターネット業界でさえ、巨乳の女

性たちであふれかえっているのです。 
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男性は、 

 

胸が大きい女性が大好きなのです。 

 

 

これは、世界中の男性に共通する遺伝的特性ですので、一部の例外を

除き、男性が巨乳の女性を好む特性は変わりありません。 

 

 

（３） 動物学者の研究。 

イギリスの動物学者 Desmond Morrisは、その著書「The Naked Ape

（裸のサル）」で、男性が胸の大きい女性を好む理由について解説し

ています。 

 

 

人の祖先であるサルは、メスのお尻の大きさや色を観察して、生殖可
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能であるか判断していました。 

 

 

メスのお尻が大きく膨れ赤く充血していれば、生殖可能であると認識

し交尾に及んでいたわけです。 

 

 

ところが、現在の人類は裸で歩き回ることはありませんし、基本的に

衣類を着用し二足歩行で生活していますので、直接女性のお尻の状態

を観察することはできません。 

 

 

さらに、人類の性行為の体位についても、後背位優位から正常位優位

へと変化していったため、女性のお尻よりも目の前にある胸に対して、

性的魅力を感じるように進化していったのです。 
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（４） 男性が群がり続ける女性。 

ですから、胸の大きい女性には、いつも魅力的な男性が群がり続ける

のです。 

 

 

そして、貧乳女子はその様子を恨めしそうに眺め、大きくハ～っとた

め息をつき、恵まれない自らの人生を恨みながら、その寂しい生涯を

終えていくことになるのです。 

 

 

（５） 男性を惹きつける重要な指標。 

しかし、ここでテキサス大学教授の Devendra Singh は、胸の大き

さ以外にも、男性を惹きつける重要な指標があることを明らかにしま

した。 
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その重要な指標とは、WHR（ウエスト・ヒップ・レシオ）です。 

 

 

WHRの計算方法はとても簡単で、以下のとおりです。 

 

 

WHR＝ ウエスト÷ヒップ 

 

 

Devendra Singh は、その研究論文の中で、男性が最も惹きつけられ

る体型は、ウエストとヒップの割合が 0.7であることを明らかにして

います。※ 

 

※Human Ethology and Evolutionary Psychology 
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もしあなたのヒップが、日本人女性の一般的サイズである８５cmだ

としたら、理想のウエストサイズは約５９cmということになります

ね。 

 

 

ちなみに、マリリンモンローの WHR も、理想的な数値である 0.7

であったようです。 

 

 

（６） 1.3秒で恋愛対象外に？！ 

また、その後多くの研究者により、以下のような研究成果が明らかに

されています。 

 

 

1.男性はWHR、つまりウエストのくびれを約 1.3秒で即座に判断す

る。 
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2.女性のウエストのくびれは、女性ホルモンのエストロゲンの影響で

作られ、閉経後に消失する。 

 

 

3.WHRの数値が大きい場合は、男性は無意識でその女性は妊娠して

いるものと認識し、自動的に恋愛対象から除外する。 

 

 

これらのことから、あなたが女性としての魅力を最大限に表現するた

めには、胸の大きさや性格の良さや手料理などではなく、まずあなた

のそのウエストのくびれを攻略する必要があります。 

 

 

まず初めに、あなたのそのウエストのくびれを理想的な数値にしない

かぎり、基本的にどのような男性であっても、約 1.3秒であなたを恋

愛対象外と認定するのです。 
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（７） 世界中の研究者が出した結論。 

つまり、世界中の研究者が出した結論は、 

 

 

男性を強く惹きつけるのは、 

 

1.女性の大きな胸と 

 

2.理想的なウエストのくびれだ！ 

 

 

ということです。 

 

 

ダイエットだとかパワースポットだとか小手先の心理テクニックだ

とか、そのようなものは、あなたが男性を惹きつけることには、まっ
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たく何の役にも立ちません。 

 

 

あなたが今、最優先で手に入れなければならないのは、「1.大きな胸」

か「2.理想的なウエストライン」なのです。 

 

 

どちらも手に入れていなければ、あなたがせっかく理想的な男性と出

会ったとしても、約 1.3秒で、あなたは恋愛対象外の女性として認識

されてしまいます。 

 

 

（８） 大きな胸を手に入れる方法？ 

それでは、具体的にどのようにしたら、大きな胸と理想的なウエスト

ラインを手に入れることができるのでしょうか？ 
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成長期を過ぎた女性が、自分の胸を大きくするには、妊娠して胸の脂

肪組織と乳腺を増大させるか豊胸手術を受けるぐらいしか、方法はあ

りません。 

 

 

胸のマッサージだとかサプリだとかエクササイズだとか、そのような

ものは、あなたの胸を大きくするためには、ほとんど役に立ちません。 

 

 

テレビや新聞や雑誌やインターネットなどで、まことしやかに宣伝さ

れているような方法で、本当に胸が大きくなった人など、私は一人も

知りません。 

 

 

そんなものはただのまやかしであり、たとえるなら、「足がない人に、

腰をマッサージしたり、サプリを飲んだり、運動したりすると足が生
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えてくる。」と約束しているようなものです。 

 

 

成長期を過ぎたあなたが、その小さな胸を大きくする方法は、あなた

が妊娠するか、高額の費用を捻出して豊胸手術を受けるしかありませ

ん。 

 

 

残酷な事実ですが、あなたにはそれしか方法が残されていないのです。 

 

 

（９） 最後に残された希望。 

でも、安心して下さい。 

 

 

もう一つ、男性を惹きつける重要な要素がありましたよね？ 
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そうです。 

 

 

理想的なウエストラインを手に入れることです。 

 

 

理想的な WHR（0.7）のウエストラインを手に入れることができれ

ば、少なくとも、男性の恋愛対象から一瞬で除外されることはなくな

ります。 

 

 

あなたがどんなに貧乳であったとしても、どんなに太っていたとして

も、性格が悪かったとしても、問題ありません。 

 

 

あなたが、理想的な WHR（0.7）のウエストラインさえ手にしてい
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れば、最低でも、あなたは男性から恋愛対象の女性として認識しても

らえるのです。 

 

 

（１０） 理想的なウエストラインを手に入れろ！ 

しかも、怖い手術も高額な費用も必要ありません。 

 

 

女性のウエストラインは、女性ホルモンが作り上げていますので、単

純に、あなたは女性ホルモンに良い影響を与える食品を、毎日食べれ

ばいいということです。 

 

 

具体的には、インスタント食品や加工食品はなるべく避け、生の食材

や豆腐や納豆などの大豆食品を積極的に取り、ウォーキングなどの適

度な運動を定期的に行うだけです。 
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たったこれだけのことで、あなたは理想の男性から、少なくとも恋愛

対象の女性の一人として、認識してもらえるのです。 

 

 

しかも、結果的に美肌効果やダイエットや若返り効果も期待できます。 

 

 

（１１） 空腹感は若返りのシグナル。 

ちなみに、あなたが食事する前に感じる空腹感は、あなたが若返って

いるシグナルでもあります。 

 

 

人は空腹状態になると、成長ホルモンが増量し、若返り遺伝子である

「サーチュイン遺伝子」が発動します。 
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もしあなたが、ストレスを感じるたびに間食をしてしまうような悪い

習慣があるとしたら、今すぐ止めて下さい。 

 

 

間食をする代わりに綺麗な水を飲み、軽い運動をするようにして、な

るべく空腹の時間を作るようにして下さい。 

 

 

そうすることによって、あなたは、これまで以上に若々しく、美しい

女性へと成長していくことができます。 

 

 

ちなみに成長ホルモンは、40 歳でもピーク時の半分程度は分泌され

ますので、あなたの年齢に関わりなく、空腹の時間を意識的に作るこ

とは非常に重要です。 
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（１２） 定期的な運動と睡眠も忘れずに。 

もちろん、あなたが魅力的な女性になるためには、定期的な運動と睡

眠も忘れてはいけません。 

 

 

一般的に、夜 10時から 2時までの 4時間は、成長ホルモンが多く分

泌されるゴールデンタイムですので、できるだけこの時間は睡眠をと

るように心がけて下さい。 

 

 

持ち帰り仕事があるなら、まず 10時から 2 時まで寝てから、仕事を

することをおすすめします。 

 

 

それから、運動については、体内の循環を良くすることも目的の一つ

なので、ウォーキングなどの軽い運動でかまいません。 
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トランポリンで軽く飛ぶのも、非常に効果的です。 

 

 

Amazonなどで、金属音が少ないトランポリンを数千円程度で購入で

きますので、いろいろ調べてみて下さい。 

http://amzn.to/2niHAdA 

 

 

（１３） 貧乳保育士の逆襲！ 

ここまでの対策をしっかり実行したら、どんなに長い間自分の貧乳で

悩み続けてきた保育士であったとしても、とても魅力的な女性に成長

しているはずです。 

 

 

たとえその胸が、広大な草原にひっそりと咲き続ける、可憐な菜の花

のような存在であったとしても、本物を見極めることができる理想的

http://amzn.to/2niHAdA
http://amzn.to/2niHAdA
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な男性であれば、必ずあなたを見つけてくれるようになります。 

 

 

ここからようやく、貧乳保育士として長い間悩み続けていたあなたが、

これまであなたを見下してきた女性たちに、一気に逆襲するチャンス

を得ることになるのです！ 

 

 

 

 

 
 

 



忙しくて出会いが少ない、「彼氏いない歴＝年齢」の貧乳保育士が、 

素敵な運命の出会いを高確率でゲットする方法♪ 

- 41 – 

Copyright (C) Prof.A. All Rights Reserved. 

第４章 運命の出会い 

 

ここまでの対策を真面目に実行してきたあなたは、あなたが理想とす

るとても魅力的な男性に出会う可能性が、これまで以上に飛躍的にア

ップしている事実に気付いて下さい。 

 

 

（１） 運命の出会いを妨害する 3つの課題。 

これまで、あなたの運命の出会いを妨害する３つの課題について、解

説してきました。 

 

 

1.仕事が忙しい。 

 

2.出会いが少ない。 
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3.自分の魅力に自信がない。 

 

 

今のあなたは、これらすべての課題についての、具体的で効果的な解

決策を十分に理解しています。 

 

 

（２） あとは行動に移すだけ。 

あとは、実際の行動に移すだけです。 

 

 

占いの結果が良くないとか、恋愛の心理テクニックを勉強しなくちゃ

とか、そんなことはまったく考える必要はありません。 

 

 

今のあなたには、そんな小手先のテクニックは、全く必要ないのです。 
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✔忙しい仕事を改善してプライベートの時間を確保し、 

 

✔理想の男性像を明確化して脳内に記憶し、 

 

✔理想のウエストラインを手に入れる。 

 

 

あなたが今すぐやるべきことは、既にここに答えがあります。 

 

 

あなたが確保したプライベートの時間を利用して、あなたが理想とす

る男性が集まる場所に行き、あなたの魅力的なウエストラインを見て

もらう。 

 

 

たったこれだけのことです。 
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（３） 理想的な男性が集まる場所。 

どこに理想の男性が集まるかということも、あなたが理想の男性像を

明確化することによって、あなたの脳が答えを探してきてくれます。 

 

 

人間の脳が、そういう構造になっているからです。 

 

 

それでもよく分からない場合は、合コンでも街コンでも、好きなとこ

ろへ参加すればいいでしょう。 

 

 

友達も少なくて合コンに誘ってもらえないというなら、合コンをセッ

ティングしてもらえば済む話です。 
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たとえば、このような合コンサービスがいくらでもあります。 

 

 

個人的におすすめなのは、「シングル de コンパ」のゴチコン※です。 

 

※検索条件で「ゴチコン」を選択し、再検索してみて下さい。 

https://goo.gl/RBkoMy 

 

 

女性は参加費 1000円で、コース料理＋飲み放題。 

 

 

基本的に、男性が料理代などを負担するという条件の合コンですから、

初めから金銭的に余裕がある男性しか参加しません。 

 

 

https://goo.gl/RBkoMy
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都市部では毎週末開催しているようですので、あなたが自分自信に自

信が持てるようになったら、積極的に参加してみてください。 

 

 

（４） 最終的に結婚を望むなら・・・。 

もしあなたが、単純な彼氏ではなく、将来の伴侶を見つけたいと考え

ているなら、合コンや街コンに参加してはいけません。 

 

 

結婚相手を探している男性が集まる場所で、あなたが考えている理想

の男性を探してください。 

 

 

合コンや街コンなどで、無駄な時間を浪費している場合ではないとい

うことです。 
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とはいうものの、一般的な婚活サイトなどでは、入会するだけで数十

万円必要だったり、毎月の利用料が数万円請求されてしまいます。 

 

 

そんなお金、あなたに払えるわけがないですよね？ 

 

 

でも理想の男性に出会って、幸せな結婚生活を送りたい。 

 

 

そんなワガママボディーなあなたのために、このサービスを内緒で紹

介します^^; 

 

 

競争が激しくなってしまうので、他の人には教えないでくださいね。 
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安定した国家公務員の男性を紹介してもらえる、格安サービス。 

https://goo.gl/7vVCKU 

 

 

若い保育士ほど安く利用できるサービスですから、本気で結婚を考え

ているなら、今すぐ検討してみて下さい。 

 

 

毎月 1000円支払うだけで、国家公務員の男性を紹介してもらえると

いうのは、業界では考えられないくらいの破格のサービスです。 

 

 

逆に、あまり若くない保育士にとっては、初期費用も毎月の会費も増

えてしまうので、金銭的な負担は大きくなってしまいます。 

 

 

https://goo.gl/7vVCKU
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それでも、他の婚活サイトに比べれば、破格の値段ですが^^; 

 

 

これらのサービスは、あなたの本気度によって使い分けるのがおすす

めです。 

 

 

無理やり利用するものではありませんので、その点は十分注意して下

さい。 

 

 

（５） GNW理論が、理想の男性を惹き寄せる。 

そもそも、あなたの脳内には、既に理想的な男性像が明確に刻み込ま

れています。 
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ですから、あなたの周りでは、日常のほんの些細な出来事をキッカケ

にして、思いがけない運命の出会いが生まれてくることになります。 

 

 

これは、占いや引き寄せの法則やスピリチュアル系の怪しい理論など

ではなく、最新の脳科学理論※に基づいた歴然とした事実です。 

 

※Consciousness and the brain 

 

 

「グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論」によれば、意識

とは知覚を単純化することだとしています。 

 

 

つまり、その知覚を単純化する過程で、あなたの理想とする男性に対

する情報が失われていくということです。 
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だから、あなたの理想とする男性像を、詳細まで明確化する必要があ

ったのです。 

 

 

そして、今のあなたは、あなたが本当に求めている理想の男性像を、

正しく理解しています。 

 

 

（６） 運命の出会いはもうすぐ。 

あとは、あなたの優れた脳が、あなたの理想とする男性の情報を、無

意識レベルで収集し、あなたに気づかせてくれる時を待つだけです。 

 

 

それは、何となくそわそわするとか、心臓の鼓動がなぜか早くなり始

めたとか、何らかの身体的な反応として現れてきます。 
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あなたは、そのような反応を敏感に察知して、目の前の男性に話しか

けてみるだけでいいのです。 

 

 

あなたの目の前にいる男性こそが、あなたが長年探し求めていた、理

想の男性なのですから・・・。 
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おわりに  

 

いかがでしたでしょうか？ 

 

 

毎日忙しくて出会いがないと悩んでいたあなたにとって、この【限定

特典】は、少しでもお役に立てたでしょうか？ 

 

 

サービス残業や転職手続きなどで、大忙しの毎日を過ごしているとは

思いますが、そこを乗り越えれば、あとは素晴らしい未来が待ってい

ます。 

 

 

あなたが、これまでとは比べようもないほどの充実した毎日を過ごし

て、とても素敵で幸せな人生を歩んでいっていただければ、これに勝
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る喜びはありません。 

 

 

ぜひ、この【限定特典】の内容を実際に実践してみて、あなただけの

素晴らしい未来を勝ち取って下さい！ 

 

 

それから、あなたからの嬉しい報告や個人的な悩みでも、どんなこと

でもいいので、私の個人メールアドレスまで連絡してくださいね。 

 

 

首をなが～くして、お待ちしております^^ 

 

 

管理人：Prof.A        メールアドレス：profaforp@gmail.com 

サイト：保育士転職・再就職！ URL：http://hoikusishushoku.gjgd.net/ 
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