国内外で取材・撮影をしたストックを生かした記事の提供、写真貸出などを行う。
海外旅行36カ国、56回。合計滞在日数549日
（2017年12月現在）。
写真集13冊、一般書籍7冊、合計20冊の著書（2017年12月現在）。
2014年には映画「シロウオ〜原発立地を断念させた町」
で監督デビュー。
2014年2月より、好きを仕事にする大人塾＝かさこ塾をスタート。
2017年12月時点でかさこ塾は1〜68期実施し、1346人の塾生を輩出。

ネットツール

ブログ「好きを仕事にする大人塾「かさこ塾」塾長・
カメライター・セルフマガジン編集者かさこのブログ」http://kasakoblog.exblog.jp
ホームページ「かさこ塾」http://kasako.jp ホームページ「かさこワールド」http://www.kasako.com
ホームページ「日本セルフマガジン協会」http://selfmagazine.jp
フェイスブック kasakotaka 友達5000人 フォロワー 12150人
ツイッター ＠kasakoworld フォロワー 23151人 インスタグラム kasakoworld フォロワー 3180人
Youtubeチャンネル https://www.youtube.com/kasakotaka
登録者 1812人 視聴回数 126万4352回

無料配布

1975年生まれ、横浜市鶴見区在住。埼玉県立川越高校卒業、
中央大学法学部卒業後、
1997年から大手サラ金に約2年勤め、総額10億円以上を融資するトップセールスマンに。
1999年にサラ金退職後、
「深夜特急」
に憧れ、
アジアを4カ月放浪。
2000年〜 2012年まで編集プロダクション3社に勤め、
編集、
ライター、
カメラマンとして仕事をするかたわら、
ホームページ
（現ブログ）
の毎日更新を続け、
個人で20冊の本を出版するなど、
パラレルキャリアを実践。2012年2月よりフリーランスに。

好きを仕事にする
独立起業の教科書

年間160回以上の講義・講演をこなし
セルフブランディング＆ブログ術を教える
好きを仕事にする大人塾＝かさこ塾塾長。
写真も撮影できるライター=カメライター。
国内外で取材・撮影するトラベルライター。
月間約35万アクセスを誇るブロガー。
日本セルフマガジン協会会長。

かさこマガジン８﹁ 好 き を 仕 事にする独 立 起 業の教 科 書 ﹂

かさこプロフィール

連絡先 kasakotaka@hotmail.com
本書「かさこマガジン」
は欲しい人に無料で配布・郵送しているものです。
追加で欲しい方はメールにご連絡ください。本書をきっかけに多くの人が
好きを仕事にして人生楽しめるように。

かさこ著
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好きを仕事にする大人塾＝かさこ塾塾長かさこ
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それであなた
は何がしたい
んですか？
6

7

自立した一匹狼の集団になれ

好きを仕事にする
独立起業の教科書
国家も自治体も会社も親も夫も妻も子供も頼りない時代
に問われるのは一人ひとりの個人力。
誰かに依存せず自立
して生きていくことが、
これからの時代を生き残るだけで
なく、唯一無二の楽しく生きる秘訣だ。
あらゆる仕事がロボットやAI（人工知能）
や外国人労働者
に奪われていく時代になる中、生き残っていくには
「好きを
仕事に」
するしかない。
会社員も主婦も個人事業主も生き方
のシフトチェンジが必要。
そのヒントを本書に網羅した。

STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
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好きを発見し自分軸をつくる
好きを仕事にする方法

ワクワク仕事をする方法
一匹狼の仲間をつくる
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STEP 1

好きを発見し自分軸をつくる

寝食忘れて夢 中になれる
好きなことを発 見せよ
11

本気で好きなことを見つける

1
3
5

100億円もらえたら
何をするか？

100億円もらえたら
やめたいことは？
余命1年と宣告されたら
何をしたいか？
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2
4
6

の質問

お金をもらわなくても
できることは？
1年間、
休暇があったら
何をする？

才能があったら
やってみたいことは？

お金になるかならないかは関係ない。寝る時間も惜しみ、食べることも忘れ
て夢中になれることを見つけなさい。好きなことさえあればあなたは最強に
なれる。楽しく生きていくことができる。
それが他人に振り回されない自分軸
になる。下記の11の質問に答えれば、好きなことが見つかるはず。

7
9
11

子供の頃から今まで
夢中になったことは？

人にほめられる
ことは何ですか？

8
10

人に話したいこと、
伝えたいことは？

これまで何に時間と
お金を費やしてきたか？

思い描く自分の最高の
理想像、
最高の生活とは？
11

金

１００億円もらっても今の活動を続けるのか
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１００億円もらっても今の活動を続けるのか
12

YES

NO

13

金

好きを発見し自分軸をつくる

お金をも らわなくても
今の活動 はできるか？

14

STEP 1

お金をもらわなくても、今の仕事や活動

撮ることができる。
これがほんとの
「好き

を続けられるのか？続けたくないと思う

を仕事に」
だ。
お金をもらわないと撮影

なら、心の底から好きなことではないと

したくないなら、写真撮影は好きじゃな

いうことだ。好きなことならお金をもらわ

いということだ。

なくてもできるはず。
お金をもらわなくて

たとえば私はライターとしても仕事をし

も続けていけば、結果としてお金をもら

ているが、
お金をもらわなくても書きた

えるようになる。
それが好きを仕事に。
お

い。
だからブログを毎日更新している。

金に振り回されずに続けられることがあ

お金をもらわなくても書きたいから。読ん

るからこそ他人に振り回されず自分軸

でほしいから。

を持って楽しく生きることができる。

あなたの今の仕事や活動はお金をもら

たとえば私はカメラマンとして仕事をし

わなくてもできるのか？その問いであな

ているが、
お金をもらわなくても写真を

たの本音がわかる。
15

時

時間がないんじゃない
やる気がないだけだ

「時間がないからできない」
という言い訳をしているそこのあなた。
時間がないんじゃな
い。
やる気がないだけだ。本気で好きなことなら、本気でやりたいことなら、何が何
でも時間を作るはず。
いい加減、
時間がないという言い訳をするな。
つまり時間を
作ってまでやりたいことではないということだ。
世の中にはあなたより何倍も忙し
い人がいる。
にもかかわらずしたいことをしている。
それはやる気があるから
だ。
時間があるからじゃない。
やる気があるからだ。
時間がないという言い
訳をしている人ほど、
時間があっても何もしないでだらだらして終わって
しまう。
大人になったらまとまった時間などとれないとあきらめろ。
やり
たいことは細切れ時間でやるしかない。
時間の使い方に無駄がな
いか見直せばいい。
あらゆるタスクを見直し、
もっと効率的にや
る方法を考えればいい。
時間は天から降ってはこない。
時間
は自分で作るものだ。
忙しいを言い訳にしてはならない。

「私には才能がないからできない」
という言い訳を今すぐ
やめろ。才能がないんじゃない。努力をしていないだけだ。
場数を踏んでいないだけだ。才能がないことを言い訳にし

才能がないんじゃない
努力が足りないだけだ

16

力

て、
やらない自分を正当化しているだけだ。才能がないことを言
い訳にして、失敗や恥をかくことをおそれるな。
やりたいならやれ
ばいい。才能なんて関係ない。続けていけばそれが才能になり能力
になる。
はじめから才能がある人なんていない。
できる人は死ぬほど努
力し、死ぬほど勉強し、
できるようになるまで失敗を繰り返している。
だか
らできるようになる。
それは好きだから。好きだから続けることができる。才能
がないと言い訳する前に100回やればいい。
それでできないなら1万回やれば
いい。
ラクしてできる方法なんてこの世にはない。
１つ１つ小さな積み重ねをして
いくからこそ、少しずつできるようになるのだ。才能の有無なんてまったく関係ない。
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STEP 1

好きを発見し自分軸をつくる

自意識過剰なら
今すぐインドに行け

自意識過剰でプライドが高いのが直らないのは日本というぬるま湯
で暮らしているからだ。変われないなら今すぐインドに行け。1週間
でもいい。混沌としたインドに行けば、
自分がいかに虫けらな存在か
がわかるはずだ。
自分を必死にアピールしなければ、誰もあんたの
ことなんて気にしてはくれない。
自分の意見を主張しなければ、寄っ
てくる人たちにいいようにされるだけ。
インドに行けばわかる。
くだら
んプライドなど無意味。必死に生きていかなければこの地では生き
残ってはいけない。一度インドに行けばいい。何年かに一度インドに
行き、
インドをインストールすればいい。
18
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できない理由を見つける天才。
できる方法を１ミリも
やってかっこつけて自分から逃げ続けていた。誰も
気を使いすぎて袋小路。
プライドばっかり高くて頭
ダしてるんじゃねえ。
てめえの腐った心を自意識過
け。Over the Rainbow。
「時間がない」
といういつ
り。政治家みたいに本気でしたいことを先送りして

考えなかった。夢を語るなんてバカげた妄想。
そう
自分に注目してないのにビビって。人の目、気にして
でっかちで動けない。何もせずにいつまでもグダグ
剰な気持ちを捨てろ捨てろ。
くだらねえ心を撃ち抜
もの口ぐせ。忙しさアピールしてまるで芸能人気取
たらオオカミ少年になってた。

自意識過剰とプライ ドの高さを
捨てれば人生うまく いく
スマホ片手にネットニュースに夢中になり世の中、
いにして自分じゃ一歩も動けない。誰も君のすねた
ても誰もあんたのこと助けやしない。
マジで生きろ
然の悲劇。人生の最終期限、
自分じゃ決めることで
に追われて無駄に過ごし生きてる意味なんてどこ
行けばいい。
どこのゴールめざすかは自分自身で
20

陰謀論でわかった気になってた。時代や社会のせ
気持ちなんかどうでもいい。悲劇のヒロイン気取っ
死ぬ気でやりたいことやってみろ。災害、戦争、突
きない、
だから。
たった一度の人生をやなことばかり
にもねえ。
自分のハンドルにぎって行きたい場所に
決めろ。
Over the Rainbow。
21

STEP 1

好きを発見し自分軸をつくる

苦手、
嫌いと思い込 んでいることに
チャレンジすれば好 きを発見できる
好きなことが見つからないなら、
今まで苦手だと思い込んでいることや、
嫌いだと思い込ん
でいることにチャレンジしてみたらいい。
食わず嫌いなだけで、
やってみたらおもしろいかも
しれない。
過去に嫌な経験があっただけで、
今やれば楽しいかもしれない。
過去に出会っ
たものがたまたま悪かっただけで、
いいものに出会えればおもしろさを感じるかもしれな
い。
私が今、好きでやっていることの多くは、かつて苦手や嫌いだと思っていたことばか
り。
思い込みを捨てていろんなことをやってみればいい。

人前で話すのが
苦手なのに講師に

人前に出るなんて恥ずかしくてイヤだと思い続けていたが、伝えたいこと
があるから講演やセミナーを始め、慣れたら楽しくなった。

国語が嫌いなのに
ライターに

ずっと国語が嫌いだった。作文も嫌いだった。でもライターになり毎日
ブログを書いている。
それは伝えたい文章を自由に書けるから。
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集団行動が嫌いなのに
仲間を作る塾主宰

群れるのが嫌い。一人が好き。
なのに今は仲間を作る塾を主宰し、
塾生とともに楽しんでいる。適度な距離感があれば楽しめる。

卓球が嫌いだったのに
卓球大好きに

卓球なんてつまらないと2016年まで思っていたのに、
やってみたら
楽しくて、今では毎週のように卓球に楽しんでいる。

ウニが嫌いなのに
ウニ大好物に

ウニが嫌いで人にあげていたのに、北海道でおいしいウニに出会
ったら感激し、今ではすっかりウニ好きになった。

23

かさこヒストリー① ～24歳

好きなことから逃げ 続けた人生

あちこち旅行に出かけて
写真を撮るのが好きだった

できない自分が恥ずかしいから
好きなことを選ばなかった

興味のあるマスコミをあきらめ
就職活動し
「人生の敗北」

どうしてもしたかった
アジア4ヵ月放浪

小学生の頃に夢中になっていたのは、
あ
ちこち出かけて写真を撮ることだった。
今、私がしているトラベルライターの仕事
の原点は小学生の頃にあった。子供の頃
に自分の好きなことに出会っていながら、
いろいろな言い訳をして、
その後の人生
は好きなことから逃げ続けた。

写真や野球が好きなのに、興味のない
バスケ部に入った。好きな選択をしても、
できなかったら恥ずかしいと思ったから
だ。好きではない道を選べばできなくても
言い訳ができる。大学時代もただ遊ぶた
めだけにそれほど興味のないテニスサ
ークルに入った。

マスコミ業界でライターやカメラマンとして
仕事をしたかったのに、就職氷河期だか
ら受かるわけがないと言い訳をし、
マスコ
ミ業界を受けず、適当に就職活動をした
結果、入社したのはサラ金。
自分であきら
めたのに
「人生の敗北」
だと思い込んで
いた。

サラ金会社勤めの時、高熱にうなされ、楽
しみにしていた旅行に行けなくなった。
そ
の時、人生を考え直した。
お金や時間が
あったらやりたいことは何ヵ月も海外を旅
することだ。
そんな思いから２４歳の時に
決断し、会社を辞めて旅に出た。
自分の
本音に従ったはじめての決断だった。

１００万円出して自費出版
旅行作家の夢
本当は大学卒業後、各地を旅して文章を書いて写真を撮
影する仕事をしたかった。就職でこうした仕事につくことを
無理だとあきらめたが、夢を捨てられず、
２３歳の時に１００
万円出して
「エジプト旅行記」
を自費出版した。
「旅行作家」
という名刺をつくり、書店に営業。ベストセラーになったら
夢は叶うかもと思ったが、
まったく売れなかった。
24

父親・母親・弟から見た
若い頃の
「かさこ像」
とは？
母親：
「常識だから」
「親の言うことだか
ら」
という理屈だけでは動かない子で、
「納得したことはする、納得できないこと
は絶対にしない」
という基準がとてもはっ
きりしていました。
父親：くそまじめで融通が利かない性格

インタビュー・原稿：鯰美紀さん
なので
「客商売よりも技術屋の方が合っ
ているのかな」
と思っていたことも。
弟：兄はバカ正直なところも。父が賞味
期限切れ食品を送ったら、僕はお礼だけ
言ってこっそり捨てるタイプ。兄は
「こん
なものいらない」
と言ってしまうタイプ。
25

才能とは持続する情熱

STEP 1

好きを発見し自分軸をつくる

何事も目一杯
楽しみ全力疾走
好きなことをぶっ放せ

何事も楽しむんだ。先入観を持たずに楽しむんだ。楽しいことをするだ

けでなく、
どんなことにも楽しみを見出す。仕事も遊びもくだらないこと

も。楽しいという気持ちはとてつもないモチベーションになる。私がハー

ドスケジュールでも嬉々として活動しているのは、
やっていることが楽し
いからだ。楽しいことしかしていないからだ。
どんなことにも楽しさを
見出しているからだ。

「大人になったら楽しんじゃいけない」
とか
「くだらないことしちゃいけな
い」
とか
「何かするなら仕事に結びつけなきゃ」
といった小賢しい雑念が

あるから、楽しめないし、
身にもならない。才能とは持続する情熱なんだ

よ。好きな気持ち、楽しい気持ち、何が何でもやりたいって気持ちに素
直になって続けていけば、
それがやがて能力になり才能になり仕事に

なる。
楽しみたい想いに自分でフタをするな。封印するな。好きなことはぶっ放
せばいい。
くだらないことでもいい。能力がないことでもいい。失敗しても

いい。恥ずかしくてもいい。楽しいことを全力で楽しみ尽くすこと。
それ
が
「明日死んでも悔いのない人生」
なんじゃない？
毎日楽しい？Yes,or,No。好きなことをぶっ放せ。
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撮影：建部和美
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誰もあんたのことな んて覚えてやしない

28
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STEP 2

好きを仕事にする方法

仕事の腕がよくても 宣伝しなきゃ客はこない

集客力＝ 仕事力×
宣伝力
仕事力

１００ ×

宣伝力

仕事力

宣伝力

5０

仕事力

1０

×

０

1０

宣伝力

＝

好きなことを見つけたらとにかく発信せ

できていてずるい」
と思う人がいたら、

０

よ。仕事にしたいなら発信せよ。独立起

それはずるいんじゃなく、発信・宣伝す

業して成功したいなら発信せよ。発信し

ることがうまいからだ。発信・宣伝する

なければ、宣伝しなければ、誰もあんた

努力を軽視してはいけない。

集客力

のことなんて知りはしない。一度や二度

いい？仕事っていうのはサービスや商品

やりとりしたぐらいでは、誰もあんたのこ

や技術だけ磨いていればいいわけでは

となんて覚えてやしない。

ないんだよ。
自分の価値を、
自分のでき

まずは自分という存在を知ってもらうた

ることを、
自分の好きなことを世の中に

めに、発信し、宣伝し続けなければなら

知ってもらう努力をすることも大事な仕

ない。
どれだけ仕事の腕がよくても、
ど

事なのだ。

れだけ商品が素晴らしくても、
どれだけ

集客力＝仕事力×宣伝力。発信しなけ

サービスが優れていても、知ってもらう

ればどれだけ仕事力があってもあなた

努力をしなければお客さんは来ない。

に客は来ない。
だから好きなことを発信

集客力

＝ 5００
集客力

× １００ ＝ １００0

「自分よりできないくせに、
あいつは集客
30

し続けるのだ。
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自己満足では仕事にな
らない。
そこで自分の活
動が他者や社会にどう
役に立つのかを示した
のが活動理念。
理念が
なければただの自己満
足や金儲けで活動は継
続できない。

サービスメニュー

自分を説明する７つの
要素を準備し発信せよ

顔を覚えてもらうために
大事なのがプロフィール
写真。
写真がしょぼけれ
ばイメージが悪く興味を
持ってもらえないが、
実
物と違う盛りすぎた写真
もがっかりさせるだけ。
リ
アルな実像を伝えよ。

活 動 理 念

好きを仕事にする方法

今までどんな経歴を歩ん
できたのか、
４００字程度
でまとめた略 歴がプロ
フィール。
西暦年に沿っ
て時系列でできるだけ
情 報は開 示 する。
今の
活動につながる部分を
特にピックアップする。

プロフィール写真

同じ肩書きの人は腐るほ
どいる。
同業者と何が違
うのかを示したものが
キャッチコピー。
サービス
の特徴や専門分野、
ター
ゲット、
経歴などでキャッ
チコピーを作り、
同業者
との差別化を図る。

プ ロ フィ ー ル

き

名

個人事業主で重要にな
るのは肩書き。
何ができ
るのか、
何屋さんなのか
を示す。
好きなことで仕
事になるものでつける。
意味がわからないものや
無名の資格名はやめた
方がいい。

キャッチコピ ー

書

動
STEP 2

肩

活
活動する名前を決める。
一般的には実名だが、
実名でなくてもいい。
ビジ
ネスネームという仮名を
実名のように使って活動
したり、
ペンネームをつけ
る方法もある。
ポイントは
覚えやすいことだ。

メニューがなければお客
さんは注文しにくい。
仕
事がほしければ、
自分の
できることを料金とともに
明示したメニュー表を作
りなさい。
メニュー表があ
ればお客さんは仕事を
頼みやすい。

自分のことを知ってもらう、覚えてもらうために必要な７つの
要素＝①活動名、
②肩書き、③キャッチコピー、
④プロフィール、
⑤プロフィール写真、⑥活動理念、⑦サービスメニューを準備
し、
ブログやホームページ、
セルフマガジン
（個人活動紹介冊
子）
に掲載せよ。誰だかわからない人に仕事は来ない。誰もあ
んたのことなんて知らないという前提で、
自分のことをわかりや
すく伝えるために、
この７つをきちんと準備するのだ。

32
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ネット
毎日更新し、
記事をきっかけ
に自分を知ってもらうツール
として活用。
読者に役立つ
情報提供で新規顧客獲得と
ノウハウ蓄積につなげる。
そ の 時々に流 行っている
SNSを活用し、
①ブログ更新
のお知らせ、
②いろんな人と
つながるツール、
③宣伝・告
知に使う。
ブログだけ、
SNSだけだと信
用度は劣るので、
きちんとし
たホームページがあった方
が仕事獲得の幅が広がる。
特に法人に対して。

STEP 2

ブログ

新規顧客獲得・ノウハウ蓄積

SNS

ブログ拡散・告知・つながり

ホームページ
基本情報・実績・信頼度

好きを仕事にする方法

好きを仕事にする
６つのツールを駆使せよ
34

リアル
名刺

基本情報・自己PR

会話

自己紹介・ニーズ察知

セルフマガジン
活動情報・自己PR

連絡先を伝えるツールでは
なく、
初対面の人に自分の仕
事内容を伝え、
自分に興味を
持ってもらえる内容にするこ
とが大事。
会って話して自分のことを伝
えるのも大事なスキル。
一方
的に宣伝しまくるのではなく、
聞き役にもなりつつニーズを
探るのが重要。
会った人に自分の活動内容
を一目でわかってもらうため
に使えるのがセルフマガジ
ン。
ないのとあるのとでは雲
泥の差。

自分を説明する７つの要素を準備したら、次は６つのツールを使って自
分のことを発信・宣伝し続ける。
ネットではブログ、SNS、
ホームページの
３つ。
リアルでは、名刺、会話、
セルフマガジン。
ネットだけ、
リアルだけで
はなく、
ネットとリアル双方を活用し、双方で発信していくと、好きなこと
が仕事につながっていく。すでに６つのツールを使っている人も役割や
使い分けを考えて活用しなければ効果は薄れる。
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STEP 2

好きを仕事にする方法

ブログの毎日更新 ができないのは
あんたに情熱 がないからだ
好きなことを仕事にしたいなら、
自分の夢を叶えたいのなら、好きなことをブログ
ぼ毎日更新してきたからだ。
ところが多くの人は毎日更新できない。途中でや
本気でしたいことではなかったというだけの話。本気で多くの人に伝えた
かったというだけの話。
ブログを毎日更新するのに100万円かかるという
のに10時間かかるというなら毎日更新は難しいが、写真1枚でも文章
ないだけだろ。文章力がない？伝えたいという気持ちがないからだ
ブログの毎日更新ができないなら無理にやる必要なんてどこに
けだ。
あなたが困るだけだ。
どんどんやめていけばいい。
夢を
情熱を持って毎日更新し続けた者だけだから。
本気で好き
あるなら毎日発信するでしょ？好きを仕事にして人生を
義務でも何でもない。
あなたがやりたいことを自由にや
しているか、
何か遠慮をして発信しているか、
完璧
高さや自意識過剰を捨てて、
やりたいことを発信

36

で毎日更新すればいい。私が様々な夢を叶えられたのも2000年から17年間、
ほ
めてしまう人がほとんどだ。
なぜ？もっともらしい言い訳をしているが、結局は
いという気持ちがなかっただけの話。本気で夢を叶えたいとは思っていな
なら、
できる人は限られるだろう。
でも無料でできるんだよ？ブログを書く
1行でも投稿するだけなら10分もあればできる。時間がない？やる気が
ろ。本気で好きじゃないからだろ。
そんなんだったらやめちまえよ。
もない。
誰も困らない。
ただあなたのしたいことができなくなるだ
叶えるのは、
やりたいことができるのは、
本気でやりたいという
なことがあったら毎日できるでしょ？本気で伝えたいことが
楽しみたいなら毎日発信するでしょ？難しいことじゃない。
ればいい。
続かないのは好きではないことをテーマに
に書こうとし過ぎているからだ。
くだらないプライドの
すればいい。
ブログは夢を叶えるツールになる。
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ブログ術

みんなに好かれようと
するから誰にも好かれない

ブログが発信できなくなるのは、
みんなに好かれようとするから。
あっちにもこっちにも

毎日更新するよりいい記事をたまに発信すればいいという人がいるが、
たまにじゃ無

いい人ぶって体裁を整えようとするから、
結果、
誰からも好かれない。
万人受けする発

名のあんたは誰も覚えてくれない。1週間に1度100点満点の記事を発信するより、60

信なんてない。
読者全員が気に入る内容なんてない。
嫌われる勇気を持ち、
自分の考

点でもいいから毎日発信する方が覚えてくれる。
そもそも毎日書いているからいい記

えを発信すればいい。
10人読んで8人に嫌われてもいい。
2人が好きといってくれれば。

事が書けるのであって、
たまにいい記事なんて書けないから。

本音を発信しなければ
誰の心にも響かない

誰かに気を使って書いた文章など何も伝わらない。
自分の本音で発信しなければ

日記じゃ誰も読まない
他人に役立つ記事を書け

毎日更新しているのに、仕事につながらなかったり、
アクセス数が少ないのは、
日記だ

読んでくれる人の心を動かすことなんてできない。毒にも薬にもならない文章など誰

から。
日記なんて超有名な芸能人以外は誰も読みたくない。
日記的な書き方をするな。

の心にも響かない。
ブログとは虚像を作り上げていい人ぶった投稿をすることじゃな

他人に役立つ記事に転換して発信していけば、多くの人に読まれ、仕事につながる

い。
あなたの本音を発信し、本音に共感する人とだけつながればいい。

だろう。

出し惜しみするな
ノウハウを開示せよ
38

たまにブログを更新しても
誰も覚えてくれない

儲かることじゃなく
好きなことを発信せよ

ノウハウを出し惜しみし、続きはメルマガへとか続きはセミナーへとかいっていると

「儲かりそうだからやる」
から続かない。
儲からなくなったらやめたくなるからだ。
好きな

誰も読まなくなる。
ブログでどんどん無料でノウハウを発信した方が、結果、多くの人

ことなら儲からなくても続けていけるはず。
資格をとったからとか仕事になりそうだから

が読みにきて、興味を持たれ、信頼されて、仕事獲得につながる。

発信するんじゃない。
好きだから、
伝えたいから発信できる。
テーマ選びを間違えるな。
39

再受講
無料

卒業後も
相談無料

1300名以上の
ネットワーク

全4回で5万円※
の安さ

STEP 2
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※2017年12月時点。

好きを仕事にする方法

□仕事を増やしたい個人事業主
□他業種とのつながりを増やしたい方
□会社員で起業準備をしたい方
□好きを仕事に結びつけたい主婦の方
□ブログやSNSの活用に悩んでいる方
□かさこに会ってみたい方

STEP 2

好きを仕事にする方法

同業者と何が違うか
特徴をあげよ

どんな人向けなのか
ターゲットを明確に

仕事を獲得したいなら同業者と何が違うか、箇条書きでいくつかピックアップ

あなたの提供するサービスや商品はどんな人向けなのか。箇条書きで書いて

し明記せよ。違いがなければあなたに仕事を頼む必要はない。特徴がないな

おけばいい。
「こんな人はぜひ！」
と書いてチェック項目のようにしてリスト化

ら特徴を作ればいい。徹底的に同業者を研究し、
何が違いなのかを考えれば

しておけば、
あてはまる人は申込みしやすい。
どんな人に役立つのかを考える

いい。
お客さんになぜ自分を選んだのか聞いてみればいい。違いや特徴をア

ことは仕事の本質。
ターゲットを明確にせよ。
自分の提供している仕事内容を

ピールすれば仕事はいくらでも入ってくる。

しっかり分析したい。
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STEP 2

好きを仕事にする方法

趣味ではなく仕事な ら遊びじゃない。
プロ意識を持って仕 事をせよ
まずスケジュールと予算

どんな仕事でも確認すべきはスケジュールと予算。
この２つを確

返事が遅いのは致命的だ。返事が遅くなるなら返事はいつまで

認せず、仕事をスタートさせるとろくなことはない。
自分から頼む

待ってほしいとメールを入れておくべきだ。
仕事ができる人ほど、

場合はきちんと明示する。仕事の依頼が来た場合にはこの２つ

忙しい人ほどメールの返信が早い。
メールの返信が遅いだけで

をしっかり確認し詰めておくことが重要だ。

仕事できない認定される。
返信履歴は残し、
件名にも気を使え。

報告・連絡・相談をせよ

お金の管理は最重要

と。
こんな当たり前のことができない人がいかに多いか。勝手に

ない。
お金のやりとりをきちんとする。
ギャラは回収するまでが仕

進めてしまう人。何の相談もなく決めてしまう人。
連絡を放置する

事。
無駄な出費は抑える。
入出金の確認はきちんとする。
投資す

人。仕事の力量の前に報連相は絶対に欠かしてはならない。信

べきところには投資する。
税務処理もきちんとしたい。
入金すべき

用問題になる。

ものがあるなら早く入金しろ。

納期は絶対厳守

事務作業を怠るな

よほど特別な理由がない限り、納期を延ばすのはあり得ない。

で、生産的な仕事ではないが、
きちんとしなければ客の信用を失

納期は絶対厳守。納期を守らない個人事業主はどれだけ素晴ら

う。請求書の類だったり、契約書類だったり、受付管理だったり、

しい仕事をしても信用に値しない。納期が遅れれば、後工程や

様々な事務作業を後回しにせず、正確性に注意し、迅速に行っ

他の人にも迷惑をかけるから。

ていきたい。

クライアントに対して、
こまめな報告・連絡・相談をしっかり行うこ

こだわりたいから納期を延ばしてくれというのは基本的になし。
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メールの返信は早く

どれだけ仕事の腕がよくてもお金の管理がずさんだとお話になら

独立起業すれば様々な事務作業が発生する。事務作業は面倒
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□気がついたら指摘しろ
□言い出しっぺがやれ
□１００の言い訳より１の行動
□できない理由はいらない
□どの順番でやるか段取り考えろ
□思ってもいないのに誉めるな
□戦略的に発信しろ
□謙遜は美徳じゃない。素直になれ
□幹事を引き受けろ
45

□批判だけじゃなく対案を出せ
□嫉妬で他人を引っ張るのはクズ
□人に聞く前に調べろ！ ググレカス
□クレームがあるなら当事者に伝えろ
□情報の出所を確かめろ
□憶測でものを言うな
□
「自分さえ良ければいい」
からの卒業
□誰かじゃなくてめえがやるんだよ
□感情論じゃなく論理的に議論しろ
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羊からの脱却

かさこヒストリー② 25～37歳

ネットの発信で次々 と夢を叶えていく
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マスコミ業界に転職し
念願のトラベルライターに

会社員のかたわら
写真集など20冊本を出版

パラレルキャリアを実践し
好きを仕事に

社長とケンカし会社辞めるも
発信のおかげで独立成功

好きから逃げた人生をやめ、好きを仕事
にしようと24歳でサラ金を辞めて、25歳で
マスコミ業界に転職。
はじめは望んだ仕
事ができなかったが、
したい仕事をするた
めに、旅行誌制作会社に雇ってくれるよう
電話営業をかけ、27歳で念願だったトラ
ベルライターの仕事ができる会社に転職
できた。
ネットの発信が実績となったのだ。

本を出したいとずっと思っていた。会社員
のかたわら、好きなことを続けて、
ネットで
発信し、
出版社に電話で営業した結果、
2005年30歳で念願の本を出版。32歳で
念願の写真集を出版。合計20冊の本を
出版することができた。
ネットで書きため
ていたこと、撮りためていたものが本にな
った。

会社員としてライター・カメラマンの仕事
をしながら、毎日ブログで記事を更新し、
個人でも好きなことを仕事に。安定した給
料をもらいながら、好きな旅行記事で副収
入が得られるパラレルキャリアは理想的な
楽しい働き方だった。好きな旅行記事の
連載仕事がいくつもとれた。
ネットで発信
していたからこそできたこと。

パラレルキャリアがよいと思っていたが、
社長の息子の本を批判したことが理由
で、突如、会社を辞めざるを得なくなった。
妻のお腹には子供がいたが、理不尽な社
長のもとを去り、突然独立することに。
でも
今までネットで発信していたおかげで、す
ぐにいろんな仕事が入り、
スムーズに独立
できた。

すべてのきっかけは2000年2月に
ホームページを立ち上げたこと

人生の転機は27歳
椎間板ヘルニアで寝たきりに

どうやったら好きなことが仕事にできるのか。
そう

ある日突然腰が痛くなり、
ある日突然歩けなくなり、

だ、
ネットで発信すれば仕事獲得できるのではな
いかと思い、
まだスマホもWi-Fiもブログもない
2000年にホームページを立ち上げ、毎日更新スタ
ート。
そのおかげで今の自分がある。

ある日突然寝たきりになったのが27歳。
椎間板ヘ
ルニアだった。
もしこのまま治らなかったら人生後
悔だらけ。
やりたいことをしようと、
手術して治った
後にトラベルライターに転身できた。
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ワクワクして仕事 をしてるかい？

48
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STEP 3

ワクワク仕事をする方法

も断らずに引き受けてしまうこと。結果、一人ブラック企業化し、土日も深
夜も休みなく、
ただ仕事だけ。
しかもイヤな仕事やイヤな客の相手まで
しなくてはならない。
マネーゲームのごとく売上が増えていくのは楽
しいが、
ただ仕事に追われる毎日で本当に仕事が楽しいのか？
プライベートや健康を犠牲にしてまで働くことに意味があるのか？
仕事を断れないバカにならないようぜひとも気をつけたい。

楽 しい 仕 事 術 ７ カ 条

仕事の効率を追求せよ
苦手な作業は外注せよ
休みを先に予定に書け
請負以外の仕事を増やせ
特定の仕事に依存するな
特定の客に依存するな
安売りしすぎるな

客お 断 り７カ 条
50

イヤな客は断れ
イヤな仕事は断れ
時間にルーズな客は断れ
値引き交渉する客は断れ
約束を守らない客は断れ
ドタキャンする客は断れ
金にだらしのない客は断れ

仕事を断れない
仕事バカになるな

独立起業して陥りがちなのは、決まった給料をもらえないので、
どんな仕事
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生き方ステ

ージ３段階論

上者

人のためになることを
喜びと感じてできる人

中者

自分のメリットになる
ことしかしない人

下者

人の顔色をうかがい
自分を犠牲にしている人
図：かさこ作成

STEP 3

ワクワク仕事をする方法

我欲を捨て
他欲のために生きろ
20代
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夢に向かって突き進む。
社会人経験を積む。下積み期間

30代

夢が叶い、好きなことを
「プレイヤー」
として仕事に臨む

若いうちは我欲に生きればいい。
でも年齢が上がるにつれ、我欲から他欲を
満たすことに変えていった方がいい。
自分のやりたいことを実現する我欲あり
きから、人からこんなことをしてほしいと言われたことや、人が喜ぶことを出し
惜しみなくしていくことを自己満足に変えていく。
それは人のために自分が犠
牲になることではなく、
自己満足と他者満足が融合した理想的な形。
そんな仕
事の仕方をすれば、
いろんなことがうまくいくようになるだろう。

40代

自分がしてきたことを人に
教える立場に徐々にシフト

50代

人と人とをつなぐ場を
作ったり人をプロデュースする
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STEP 3

ワクワク仕事をする方法

出し惜しみせず無料 でノウハウを公開せよ

300万円自腹で
40ページの冊子を
4万5000部無料配布

1人4000円で教える
セルフマガジンの
作り方講義無料公開

毎年、冊子「かさこマガジン」
を希

2016年まで4000円で教えていた

望者に無料で配布。2017年発行

セルフマガジン作り方講義を2017

「かさこマガジン７」
は300万円自腹

年2月よりYoutubeに無料で公開。

で4万5000部無料配布。
それだけ

多くの人にセルフマガジンを作っ

お金を払っても、
自分の宣伝にな

てほしいという思いから。無料で

り、
「信用預金」
を得られれば十分

有益な情報を提供すれば、多くの

ペイできる。
ギブ＆テイクじゃなく、

人に自分のことを知ってもらうきっ

ひたすらギブ、
ギブ、
ギブ。与えれ

かけになる。結果、宣伝になる。
出

ば与えるほど
「信用預金」
は増え、

し惜しみ戦略をするより、持てるノ

後から形を変えて、
お金や仕事に

ウハウや知識は積極的に無料で

なって返ってくる。

開示していけばいい。

撮影：さかぼー
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1人でも希望者がいれば赤 字でもどこへでも行く
２時間ブログ術講義は42 都道府県＋3カ国で開催
赤字でもいい。
たった1人でも私の講義を聞きたい人がいたらどこへでも行く。
そんな
思いつき企画を始めたのは2015年2月。来てほしいという声に従い、
２時間ブログ術
講義を開催したのは42都道府県。
ヨーロッパ3カ国でも実施（2017年12月時点）。
その結果、
全国いろいろな人に自分のことを知ってもらい、
全国各地でかさこ塾が開催
できるようになった。そのおかげで好きな旅行をすることもできた。全国の珍スポット
めぐりもできた。
赤字でもいいからあなたを必要としている人のところに行けばいい。

フランス・パリ3名
オランダ・デンハーグ5名
イタリア・フィレンツェ 12名
大分中津12名
山口下関9名
福岡125名＊4回
佐賀32名＊2回

倉敷28名
島根出雲23名
広島18名

京都31名＊2回
岡山13名
香川高松
26名

札幌38名＊2回
函館18名
福井10名
青森15名
岐阜25名
金沢80名＊2回
富山27名
秋田9名
長野35名
松本40名
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八戸24名
盛岡25名

会津11名

福島郡山14名
仙台16名
那須塩原20名
宇都宮11名

熊本38名＊2回
大分日田10名

沖縄那覇43名＊2回

釧路13名

新潟69名＊2回

長崎17名

鹿児島21名
宮崎25名

網走7名

埼玉川越38名
千葉柏36名
千葉佐倉22名

大阪40名
大分16名
愛媛松山13名
高知15名
香川丸亀21名
徳島35名
和歌山橋本20名

奈良36名

新横浜55名
山梨甲府23名＊2回
静岡掛川37名
尾張一宮28名

横浜鶴見41名
藤沢32名

群馬桐生28名
茨城取手9名
千葉鎌ヶ谷20名
東京75名＊4回
八王子28名

静岡14名
名古屋73名＊3回
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STEP 3

ワクワク仕事をする方法

全国各地を旅しながら 仕事を楽しむ！
自宅と仕事場との往復ではなく、全国各地を旅しながら仕事をしたらとっても
卓球したりリレー大会したり人狼ゲームをしたり、遊びながら仕事もできる。
STEP 1

STEP 2

GOAL

ファンが増えて
全国で仕事が
できるように！

赤字でも
リアルイベントを
各地で開催

セルフマガジンを
読者に無料で配布

ブログを発信して
全国に読者をつくる
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STEP 3

楽しい。地元の人とつながり、
ともに観光名所や珍スポットをめぐり、
そんな楽しい働き方が今の時代なら可能になった。
やらない手はない。

全国に塾生がいる
かさこ塾に入れば、
より簡単にできるように！

１

2

3

１

2

3

4

5

6

4

5

6

全国各地を旅して

メシテロリストになれ

１・２：日本一うまい店！鹿児島の
「永楽荘」
。絶品鳥のレバ刺し750円！3500円コースは豚肉せいろ蒸し、
ス
テーキのような牛肉と地鶏の焼肉、
サラダ、鳥刺し付。３：屋久島の
「潮騒」
は首折れサバとトビウオの刺身
が絶品！４：福岡といえばうどん！くせになる
「大地のうどん」
のごぼう天うどんがうまい！５：うどんとそばが入っ
た広島お好み焼きのちゃんぽんがうまい
「福ちゃん」
。
６：高知ひろめ市場
「明神丸」
の塩たたきカツオ丼が絶品

１・２：3980円で北海道グルメを堪能できる札幌の
「はちきょう」
がすごい！いくら丼付。３：北海道のジンギ
スカンがうまい！札幌なら
「だるま」
「ふくろう亭」。旭川なら
「成吉思汗大黒屋5丁目支店」
。４：ウニ嫌いだっ
たのに北海道でウニを食べて好きに！札幌なら
「むらかみ」
がおすすめ。５：東京でうまくてリーズナブルな
絶品焼肉店
「日本焼肉党」
（浅草橋）
。６：どんぶりの周りにのりだらけのラーメン750円！横浜鶴見
「鹿島屋」
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STEP 3

ワクワク仕事をする方法

仕事を１つに絞 るな
複数の肩 書きを持て
やりたい ことは全部やれ
今までの独立起業の成功方程式は狭い分野で１つに絞ることだった。今でも昔なが
らのなんちゃってコンサルは
「あれもこれもやるな！１つに絞れ！」
と言う。
ブログなど
のネットの発信も
「あれもこれも書くな！１つに絞れ！」
と言う。
しかし時代は変わっ
た。
１つのことだけでは生き残れない時代。複数のことができて当たり前の時
代。複数のことができることが付加価値になる時代。
そもそも、
やりたいこと
を我慢して１つに絞って人生楽しいだろうか？それで売上あがって楽し
いのだろうか？時代は変わったんだよ。
やりたいことは全部やればいい。
仕事を１つに絞るな。
複数の肩書きを持て。
肩書きが１つしかないな

やりたいことは全部やればいい。
かさこの活動履歴
写真
25年

ミスチルファン
24年

ブログ
18年

ライター
18年

編集
18年

動画撮影
10年

セルフマガジン
8年

講師
6年

作詞作曲
6年

かさこ塾
4年

ギターライブ
2年

卓球
2年

んてあやうすぎる。
時代の流れで廃れる仕事があったとしても複
数あればリスクヘッジにもなる。
接点＝肩書きを多く持った方が、
興味を持たれる可能性が増え、
相乗効果でいろんな仕事が
入ってくる。
自分の人生を楽しむために我慢はするな。
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■好きだから始めた音楽活動 ＝メッセージソングライター
音楽でしか伝えられないことがある。

公式サイト

文章や話では伝わらないことも、
メロディに歌詞をのせて曲にすることで、
その
人の心に伝わるメッセージを送ることもできる。
そんな思いから、
ネガティブな人

がポジティブになれるよう、
がんばっている女性やママさんが前向きになれるよう
な曲を、作詞作曲し、
ギター弾き語りで歌っています。音源はすべて無料でネット
で聴けます。

音源・歌詞・コード
すべて掲載

・音源はすべて無料で聴けます ・作曲依頼があればご相談ください
・かさこ曲は自由にカバー OK ・ライブの出演依頼はお気軽にご相談ください

かさこ曲17曲の歌詞が掲載された
秘密マガジン無料配布中

2017年よりギター弾き語りライブ
ライブ開催依頼は大歓迎

今まで作詞作曲した音源のネット配信のみでしたが

17曲の歌詞と曲制作に込められた制作背景が描

2017年からライブも開始。
ライブをやってほしい方は

かれた、
メッセージソングライターかさこのドキュメ

ぜひメッセージください。

ンタリー冊子を会った人にのみ直接手渡ししてい
ます。欲しい方は会った際に申し出てください。

撮影：とだてふゆき

撮影：山田友希

■世界各地、全国どこでも取材＝カメライター

写真も撮影できるライター＆カメラマン＝カメライター

■個人の営業活動を支援！セルフマガジン編集者

これまで18年間、冊子の編集

として、世界各国、
日本各地の取材・撮影済みの膨

をした経験や、
セルフマガジン

大なストックを活かして、主に下記のような仕事への

の第一人者として自身が発

対応が可能です。

行した経験をもとに、
セルフマ
ガジン作りのサポートをしてい

・すでに取材済みの写真と文章で記事を提供

ます。

・ライターとカメラマン仕事を1人で請負可能
・写真貸出・書籍出版・講演
・有識者としてのコメント、
メディア出演
※料金：案件ごとに応相談
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全面サポートしたおすすめセルフマガジン：鯰美紀マガジン、
渡部和光マガジン、
アモーレ石上マガジン

セルフマガジン
大賞実施

日本セルフマガジン協会会長として、
セルフマガジンの
コンテストを半年に一度開催しています。ぜひコンテスト
を目標にセルフマガジンを作成してみてください。
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かさこヒストリー③ 37歳～

人からの求めに応 じて好きを仕事に

「写真を教えて」
の一言から
始まった写真教室大盛況
カメラマンとして撮影仕事や写真販売ば
かりを考えていた私に
「お金を払うので
写真の撮り方を教えてほしい」
という思わ
ぬ依頼が。私なんかが教えて仕事になる
のかと思いきや、写真教室を開催したら
いきなり初回に３０名参加の大盛況！何
が仕事になるかわからない。人の求めに
応じると仕事になりやすい。
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「ブログの書き方を教えて」
ブログ術セミナーは50名満席
ブログ術を教えてほしいと何人もの人に
言われ続けてきたが
「毎日書けばうまくな
る」
の一言で終わりにしていた。
ただあま
りに要望が多いので、
自分が普段してい
るノウハウを体系化して講義にしたら、会
場一杯の５０名満席に。
まさかブログを教
えることが仕事になるとは思わなかった。
今も全国で人気のセミナーだ。

半年間断り続けたかさこ塾が
今は私の大事な仕事に

大分中津から始まった
地方かさこ塾開催の奇跡

ブログ術セミナーの発展系として塾をし
たらどうかと提案されたが、半年断り続け
ていた。
うまくいかないのではないか、
ニ
ーズはないんじゃないかと。
しかし試しに
一度やってみると盛況で、
その後は満席
続きに。私自身も塾が何よりおもしろいの
で、
いつやめてもいいと思いながら、今も
続けている。

地方でかさこ塾をするのはさすがに無理
だと思っていた。時間もお金もかかるから
だ。
しかし大分中津の人たちに
「交通費
を上乗せするから地方でもかさこ塾をや
ってほしい」
と言われ、地方初開催はなん
と大分中津。
その後も各地でやってほし
いとの声があがり、今では地方開催がメ
インになるほど。

人前で話すのが苦手だった私が
2012年に自主講演を開催

かさこマガジンをきっかけに
ドキュメンタリー映画の映画監督に

東日本大震災で取材した経験は防災の教訓
になる。
この話を伝えたいと思い、
パワポも使
えず、講演もほぼやったことのない私が、
パワ
ポとプロジェクターを購入し、
自主講演を2012
年に開催。
まさか年間160回も講演・講義する
身になるとは思いもしなかった。

原発計画がありながら計画を阻止した町が
あるという話に驚いたのだが、
その話をテー
マにしたドキュメンタリー映画の映画監督をし
ないかとのオファーを受け、今まで映像経験
はないのに、2013年に映画監督に。
「シロウオ
～原発立地を断念させた町」
を制作した。
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日常に流され、仕事に追われる毎日を過ごしているのは、明日死ぬ

死を想え。生きていることは奇跡なんだよ。命のありがたみを知らな

かもしれないという死の意識がないからだ。
いい？明日死んでも悔

いから、
くだらない日常に流されて、
自分のしたいことができない。
こ

いのない人生と言えるのか？病気や事故、
自然災害などであなたの

の写真にあるような町が全滅するという光景がこの日本で起きた。

命は明日奪われてしまうかもしれない。半年後に奪われてしまうか

信じられない光景だった。
でも次はあなたの町が全滅するかもしれ

もしれない。
１年しか生きられないかもしれない。
もしそうなったら

ない。
あなたの命が奪われるかもしれない。地震や津波や火山噴

今のような生活をするだろうか？今やっていることを続けるだろうか？

火や台風や豪雨や竜巻やテロや戦争で。
あなたが生きられる保証

イヤなことはやめてやりたいことだけやるはずだ。

はどこにもない。
だから死を想い、今を懸命に生きるのだ。

明日死んでも悔いのな い人生と言えるのか？
独立起業して仕事・仕事・仕事に追われて本当に楽しい人生なの

たった一度の人生。
どれだけ生きられるかもわからない短い人生。

か？好きを仕事にしたつもりが、
いつのまにかズレてしまっていない

つまらない人間関係や仕事に追われて過ごしているなら死んだ方

か？イヤな客やイヤな仕事の奴隷になっていないか？いつのまにか

がマシじゃね？環境や時代のせいにするんじゃない。
つまらない人

独立起業や売上を上げることが目的にすり替わっていないか？そん

生はあなた自身が選んだことだ。
くだらんしがらみを作っているのは

な自分をよしとしているのは、命を甘く見ているからだ。
自然を甘く

あなた自身。
あなたが変われば人生は変わる。
あなたが変われば世

見ているからだ。
２０１１年３月１１日。東日本大震災で何万人もの命

界は変わる。明日死んでも悔いのない人生を今から始めよう。

が失われた。
いつまたこうした災害が起きても不思議ではない。
あ
なたの命の保証はない。
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好きを武器にした一 匹狼の仲間をつくれ

68
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STEP 4

一匹狼の仲間をつくる

独立した一匹狼の 集団をつくれ
これからの時代を生き抜くには、国家や自治体や会社や親や夫や妻や子供など

実現していく一匹狼の集団にならなければならない。
それは傷を舐め合う集団で

など何かに依存していてはいけない。
たとえ一人になっても、
たとえどこにいっ

はなく、
それぞれが持ち前の個性や能力を活かして補い合うプロ集団。人にはそ

ても生きていけるように、
自分の好きを武器に自立した一匹狼にならなければな

れぞれ得意不得意がある。一人でできることはしれている。
だから一匹狼として

らない。

独立した個人と組むことが大事。
そしてやるべきことを実現したら、
またそれぞれ

ただ一匹狼になるだけではダメだ。一人では誰も生きてはいけない。
プロジェクト

バラバラになり、一匹狼としてピンでやっていく。
そんな実力主義のフリーエージェ

なり仕事なり活動ごとに、
この人と組んだらうまくいくという相手を選び、物事を

ントな社会がやってくる。
さあ、
あなたは今、下記4つのどのタイプなのか？

はぐれ羊

一匹狼

自意識過剰でプライド高くて失敗を
恐れて恥ずかしがり屋で人見知り
と言い訳し、
自分では何も行動しな
いくせに周囲を見下し、絡んでいく
こともできない羊。

群れる羊

一人じゃ何もできないから、徒党を
組んで傷の舐め合いをしたり、
みん
なで他者を批判するなどしている
群れる羊ども。真っ先に社会のリス
トラ対象になる。

一人で食っていける能力を持つも
の。
ただ他者と絡むことができない
と、単なる使い捨てとして使われる
だけ。
また大きな仕事や活動はでき
ない。

それぞれが一匹狼として自分の好
きを武器にピンで生きていけるが、
必要に応じて一匹狼同士が組み、
大きな仕事や活動をこなしていく自
立型フラットな集団。

対 処 法

対 処 法

対 処 法

対 処 法

失敗しようが関係ない。
自分の好き
を見つけて発信・行動していくこと
が第一歩。
100の言い訳より１の行
動。
今日からあらゆる言い訳を禁止。

上っ面で付き合うような集団や人間
関係を断ち切り、誰がなんといおう
と自分の好きなことを一人でもいい
から貫き通すことからスタートせよ。

自分にはないスキルやキャリアを持
つ人たちと積極的に関わり、必要が
あれば協働する。
自分さえよければ
それでいいという意識を捨てる。

普段生活をしていると狭い人間関
係や同業者ばかりしかいない。
いろ
いろな職業や属性のいるかさこ塾
のようなコミュニティに入るとよい。

かさこ塾は羊を狼にする
大人のキャリア塾
現代版
「ダーマ神殿」
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一匹狼の集団

今は羊でもいい。
狼になるため
に自分の好きなことやスキル、
個性を発見し、
狼に転換する。
かさこ塾はドラクエでいうとこ
ろの転職とキャリアアップをさ
せる現代版ダーマ神殿だ。

かさこ塾は旅する
が集う大人のたまり場、
ドラク
エでいうなら
「ルイーダの酒
大人のたまり場
場」
それがかさこ塾。全国各
地で開催され、
卒業生も集う、
現代版
「ルイーダの酒場」 “旅するたまり場”だ。
様々なスキルを持った人たち
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いい？

いっているのはあんたが

99人がまともだったとしても

依存心の強い羊だからだよ。

たった1人のバカがいれば

上っ面の言葉でしか人を

すべて台無しになっちゃうんだよ。

判断できないバカだからだよ。

被害者が泣き寝入りし、

だから騙されるんだよ。

加害者が保護されるおかしな社会。

あたりまえのことを言っているだけ。

それについて何も言わないあなたは

厳しく批判するのはおかしなことをしている人だけ。

被害者のふりした加害者なんだよ。

自立心のある一匹狼なら
私や私のブログをこわいなんて

私が時々個人名を挙げ

これっぽっちも思わないはず。

名指しで批判するのは私怨じゃなくて
他に被害者を増やさないため。

かさこがこわいとか思っているのは

なぜ被害者なのに声を挙げない？

甘えているからだよ。

嫌われたくないから許しちゃうの？

自分軸で生きておらず

面倒だから怒らないの？

誰かのせいにして生きているからだよ。

そうやって泣き寝入りしている

生ぬるい環境に入り浸って

被害者が多いから

面倒なことを先送りして

たった1人のバカはつけあがり

だらだら生きているからだよ。

他でも不誠実な行動を繰り返す。

物事の本質を見極めず
きちんと自分ののーみそで考えず

誰かが指摘しなければならない。

雰囲気に流されているだけだからだよ。

誰かが怒らなければならない。

自分にとって都合のいい言葉しか

誰がやる？

聞きたくないバカだからだよ。

おまえだよ。
おまえがやるんだよ。
バカを撲滅しなければ、羊を撲滅しなければ

あんた、今、何歳？

結果、
回りまわってみんなが不幸になる。

いい歳ぶっこいて、
めーめー言ってんじゃねえ。
誠実に生きていれば自立して生きていれば

だから加害者を許すんじゃない。

自分で考えて生きていれば

泣き寝入りするんじゃない。

かさこブログなんてなんもこわくない。

断固として戦うんだよ。

いい加減、
めーめー羊から脱却せよ。

自分のため、
みんなのため、社会のために。

バカを撲滅しなければみんな迷惑。
被害者は泣き寝入りせず糾弾せよ

かさこブログがこわいとかいっている
甘ったれためーめー羊からの脱却
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羊から の脱却

かさこがこわいとか、
ブログがこわいとか
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羊のあなたはカモに される！
腐ったセミナー業界 をぶっ壊す
腐った協会ビジネス をぶっ壊す
カメラマン＆ライターだった私がセミナー

げな言葉を見ただけで普通ならあやし

で仕事をするようになって驚いたのは、

いと判断できるのに、何かにすがりたい

金だけぼったくって受講生や会員のこと

羊さんたちはあっけなくカモにされ、何も

を何も考えていない、腐ったセミナーや

得られないまま、縛りもきつくて何もでき

起業塾、協会が多いことだ。
ひどい。
ひど

ないまま大金貢がされ続けて、泣き寝入

すぎる。高額ぼったくり中身なし。挙句の

りや我慢をしている。
こんな腐ったセミ

果てにあれもするなこれもするなと縛り

ナービジネスや腐った協会ビジネスを

が厳しく、
いろんなことを強制させる。
バ

ぶっ壊したい。私は何の利害もないので

カとしかいいようがないが、
こうしたセミ

腐ったセミナーや腐った協会ビジネスを

ナーや塾、協会に加入してしまったがた

駆逐すべく、
ブログなどで批判記事を書

めに苦しんでいる人がたくさんいる。

くとともに、
まともな業界になるよう、腐っ

勧誘も情弱な人を騙すためのあらゆる

た業界では驚きといわれるサービスの

宣伝文句が使われている。
このあやし

提供をしていく。

ダメなセミナーの見分け方
□高額なのは本気度を試していると脅す □定価が高額なものを特典でもらえる
□借金しても来いという

□「今なら20％OFF」
みたいな割引がある □自分の自慢話ばかり
□宿題や課題を強制する

□気合や根性論ばかり

□受講者同士を交流させないようにする □子供を無視してセミナーに来いという
□講師の言うことを絶対視させる

□学んでもまた別の高額の講座案内が続く

□他のセミナーに行くなという

□受講生が講師の劣化版コピーばかり

□「いいね」
や
「シェア」
を強要する

□コミュニティがピラミッド型

□講師と直接話せる機会が少ない

□自撮りばかりしろと教える

□NO.2や取り巻きが仕切っている

□月7桁稼ぐといった宣伝文句ばかり

□この場で申し込めば安くなると煽る

□メニュー案内ページでなかなか価格が

□「50万円→35万円！」
といった大幅な
値引きがある
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□できるだけ高く売れと教える

出てこない
□すぐメルマガに誘導する
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一匹狼の集団をつくる かさこ塾とは？
■セミナー業界の常識を覆す６大特徴
どこでも
再受講
無料

欠席でも
講義データ
フォロー

1300人もの
人脈が
できる

卒業後も
塾生は
相談無料

講義後
対面で
個別相談有

全４回で
５万円＊
の安さ
＊2017年12月現在。税込み

■聞くだけで終わらない！ 確実にマスターする仕組み

講義
■講義内容
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宿題

相談

添削

実践

キラキラでもギラギラでもない
自然体で人生を楽しむ大人塾
かさこ塾は自然体で人生を楽しむ方

ろ！といった売上至上主義のギラギラ

法を教える大人塾。
よくある女子起業

ブランディングでもない。

セミナーのように、本音を隠して無理

かさこ塾はナチュラルメイクのセルフ

してキラキラさせるキラキラブランディ ブランディング術。独立起業が至上目
※変更される場合あり

ングでもなく、
よくある起業塾のように、 的ではなく、人生を楽しむために何を
とにかく売上を増やせ！月収7桁にし

するかを考える人生塾でもある。

1回目

セルフブランディングとは？、
自己紹介の仕方、肩書きのつけ方、好きな
ことを見つけるワークシート

2回目

ブログの書き方、活動理念、
プロフィール作成、個人名刺の作り方、
サービスメニュー作成

■かさこ流セルフブランディング術11ヶ条をマスター

3回目

プロフィール写真、個人名刺添削会、SNSの使い方、
自分PRプレゼン
の仕方、
ブログ術

①ブログ発信

⑤SNS発信

⑨ホームページ

②キャッチコピー＋肩書き

⑥個人名刺

⑩セルフマガジン

4回目

プレゼン、
かさこ塾まとめ、生き方・働き方を考えるアドバイス

③活動名を決める

⑦サービスメニュー

⑪リアルイベント

④プロフィール作成

⑧活動理念
撮影：さかぼー
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個人力が問われる時代
個人
事業主

もっと仕事を
増やしたい

ブログやSNSを
うまく活用したい

セカンドキャリアを
考えたい

異業種の人脈が
ほしい

働き方を
見つめ直したい

一人で仕事をしていると
息詰まりがち。今、仕事が
あっても頭打ちにならない
ために、
つながりを作って
おきたい。

全国旅しながら
仕事をしたい

ネットからの
集客を強化したい

仕事以外に
楽しみがほしい

コミュニティ
運営を学びたい

ブランド力を
つけたい

好きなことを
仕事にしたい

いろんな人と
つながりたい

楽しいことを
したい

これから
何かはじめたい

ブログやSNSを
活用したい

主婦だけだと単調な毎日
で退屈な人や、育児に追
われているけど自分のこと
もしていきたい人などにお
すすめ。

ゆくゆくは起業する
準備をしたい

転勤族ゆえ
全国の人と
つながりたい

サークル活動を
広めていきたい

かさこさんに
会ってみたい

自分が変わる
きっかけがほしい

会社員

会社以外の
人とつながりたい

独立起業の
準備をしたい

副業を軌道に
のせたい

趣味のことを
発信していきたい

仕事以外の
楽しみがほしい

将来不安に備えて、個人
ブランド力を今のうちに身
につけておけば、会社に
何があっても転職や起業
ができる。

ネットの活用法を
会社で活かしたい

起業している
人と知り合いたい

パラレルキャリアを
実践していきたい

好きなことを
みつけたい

違う業界に
転職したい

主
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かさこ塾はこんな人におすすめ

婦
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全国各地1346名の多種多様 な人とつながれる！

かさこ塾開催マップ

（1～68期＊2017年12月時点）

好きを仕事にするためのセルフブランディング＆ブログ術を教えるかさこ塾は、
2014年
2月からスタートし、2017年12月時点で受講生は1346名、
１～68期まで開催！全国
各地に住む人とつながれるのがかさこ塾の大きな魅力です。塾生の全国ネットワーク
があれば、
自身の仕事を全国に広げていくことも可能。転勤族の方なら塾に入れば
転勤になっても知り合いを作りやすい。再受講無料なのでリアルでもつながれます。
＊10名以上確実に参加する方がいればどこでも開催します。

高崎1期：22名

京都1～5期：101名
下関1期：19名
福岡1～4期：73名

富山1期：15名

大阪1～3期：66名
神戸1期：24名
広島1～2期：40名

札幌1～3期：57名

新潟1期：15名

金沢1期：22名

盛岡1期：23名
仙台1～2期：39名

北九州1期：24名

福島郡山1～2期：42名
栃木小山1期：11名
東京1～20期：422名

鹿児島1～3期：49名
大分中津1～2期：25名
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名古屋1～4期：85名
浜松1～2期：47名
静岡1期：15名

千葉船橋1期：20名

静岡三島1期：20名

横浜鶴見1～3期：70名
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かさこ塾よくある質問
問 かさこさんは怖いですか？
■
▶

答 ▶ブログは怖いかもしれませんが、
リア
■

ルでは優しいですのでご安心ください。
ネ
ットで講義受講者の感想を読んでいただ
ければわかると思います。

▶

齢になってしまうと思うのです
が大丈夫でしょうか？
答 50代で参加する方も多く、
60代も70
■
▶

代もいます。

▶

うか？

答 ▶ 連絡いただければ、
遅刻早退欠席し
■

ていただいて構いません。

問 みんなすごそうで気後れし
■
▶

てしまいそうです。

答 ▶みんなそう思ってますので大丈夫で
■

す（笑）

問 ブログをする気はないので
■

問 ４回すべて出れなくてもよい
■

問 卓球できないとダメですか？
■

答 ▶ 大丈夫です。
欠席回は講義スライドと
■

もよいです。

すが、
おもしろそうなので参加し
ていいでしょうか？

問 ▶かさこさんと卓球がしたい
■

問 転勤族なので全国に友達を
■

▶

ですか？

音声データを送ります。
再受講も無料です。

問 ブログを毎日更新しないと
■
▶

いけないんですか？

答 やるもやらないも自由です。
強制はし
■
▶

ません。

問 宿題がたくさん出ると聞き
■
▶

ましたが、
できる自信がありま
せん。
答 ▶やらなくてもよいので大丈夫です。
■

問 パソコンが得意ではない
■
▶

のですが大丈夫でしょうか？

答 ▶ パソコンができなくてもスマホができ
■

れば大丈夫です。

問 私なんか が 参加していい
■
▶

のでしょうか？

答 ▶ そう思っている人こそぜひご参加く
■

ださい。

問 独立起業を考えていないの
■
▶

ですが参加してよいですか？

答 ▶どうぞ。
独立起業＝成功ではないの
■

で、起業してもしなくても構いません。
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問 50代の私が参加したら最高
■

問 講義を早退してもよいでしょ
■

▶

答 ▶ 卓球塾ではないので卓球はしなくて
■

という理由でもよいですか？
答 ▶ 大歓迎です
（笑）
■

問 ▶かさこさんに会いたいという
■

▶

答 はいどうぞ！
■
▶

▶

作りたいという理由で参加して
もいいでしょうか？

答 ▶ ぜひどうぞ。
全国にネットワークができ
■

理由で参加してもいいですか？

るので転勤族の方はおすすめです。

もいます。

答 特定の回をのぞき原則NGですが、
■

答 ▶はいどうぞ！そういう方も今まで何人
■

問 女性が多そうなのですが男
■
▶

性も参加してよいでしょうか？

問 子連れ参加はOKでしょうか？
■
▶

▶

懇親会や塾イベントによっては子連れOK
のものもあります。

答 ▶ 男性も歓迎です。
■

問 何歳から入れますか？
■

問 塾の人と付き合わなくては
■

できれば何歳からでもよいです。

▶

いけないのでしょうか？

答 ▶ 無理に付き合う必要はありません。
気
■

の合った人とだけつながってください。

問 ブランディングはできてい
■
▶

ますが、
かさこ塾のコミュニティ
運営に興味があるという理由
で参加してよいでしょうか？
答 はいどうぞ！
■
▶

▶

答 ▶ 今までの最年少は15歳です。
ネットが
■

問 個別コンサルはしていない
■
▶

のですか？

答 ▶ 塾生になれば卒業後も相談無料で
■

す。
講義後に個別相談の時間もあります。
塾外の個別コンサルはしてません。

問 講義にはパソコンを持参し
■
▶

ないといけないのですか？
答 パソコンは必要ありません。
■
▶

問 かさこ塾は安すぎます。
高額
■
▶

なバックエンドがあるのです
か？
答 ▶ 残念ながらありません
（笑）。受講費
■

5万円でも十分稼いでます。

問 子どもが病気になっても塾
■
▶

に行かなければならないです
か？
答 ▶ お子さんを優先してください！
■

問 やりたいことがいっぱいあ
■
▶

るのですが、
よいのでしょうか？
答 ▶ 一つに絞る必要はありません。
■

問 会社員ですが参加してもい
■
▶

いのでしょうか？

答 ▶ 会社員の方もいますのでどうぞ。
■

問 ただの主婦ですが参加して
■
▶

いいですか？
答 ▶はいどうぞ！
■

問 かさこさんにあまり興味は
■
▶

なく、
塾生に興味があるのです
が参加していいでしょうか？
答 ▶はいどうぞ！
■

問 タバコが嫌いですが喫煙者
■
▶

はいますでしょうか？

答 ▶ 喫煙者はいますが、
講義も交流会も
■

懇親会も禁煙です。

問 ランチ会や懇親会に参加し
■
▶

なくてはいけないのですか？
答 ▶ 参加は自由です。
■
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仕事・家庭以外の 趣味や
コミュニティを持て
なぜ人生に息詰まるのか。
なぜ人生が

る。気分転換になる。

楽しくないのか。大人になると仕事と家

仕事や家庭ではどうしても
「利害関係」

庭しかなくなるからだ。仕事場と家の往

があったり、狭い人間関係の中で制約

復になるからだ。2つだと息詰まる。
だか

が出てきてしまう。
だからこそ利害関係

ら仕事でも家庭でもない趣味を持てば

のない趣味を持ち、利害関係のない人

人生楽しくなる。仕事場でも家でもない

間関係＝ゆるいコミュニティに所属すれ

コミュニティにいればストレス発散にな

ば人生楽しくなる。

家庭

仕事

趣味
コミュニティ

仕事場と家の往復でが
んじがらめになっている
人は多 い。
そんな人こ
そ趣味やコミュニティと
いった第三の場を。

独立起業＝成功で はない
ただの主婦でも会 社員でもいい
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何も独立起業することが成功ではない。

やらねばならぬライスワークをしながら、

独立起業して大変な思いをしている人

個人で楽しめるライフワークを持つパラ

も多い。別にただの主婦でもいい。
やら

レルキャリアの生き方だって素敵な人生

なければならない家事をしながら、楽し

だ。独立起業はゴールでも成功でもな

いことをすればいい。
ただの会社員でも

い。人生楽しめれば主婦だろうが会社

いい。
やらなければならない仕事をしな

員だろうがなんだっていい。
かさこ塾は

がら、別のことをすればいい。

人生を楽しむために生き方を考える塾。

仕事
家事

趣味
個人

ライスワーク

ライフワーク

無理に独立するよりパラレルキャ
リアの方が安心安定して人生
を楽しめるケースもある。
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遠隔専門ヒーラー・ハスノさんによる

かさこ取扱説明書
●使用前（入塾前）の注意
かさこを先生と呼んではいけません。
かさこ
が自分より偉いと思ってはいけません。
かさこ
だからといって凄いと思ってはいけません。
か
さこはサイボーグ臭がとても強いですが、
ちゃ
んと塾生と同じ人間です。
かさこは神ではあ
りません。勿論悪魔でも……いやそれはどう
だろうな
（笑）。
●使用中（講義中）の注意
宿題には積極果敢にガツガツ取り組み、
かさ
こに容赦なく質問メールを送りましょう。
ただ
し、
自分の考えや行動予定、
目標への具体的
アプローチなどを明記することを忘れてはい
けません。
ここ最重要です。誉められた場合は
素直に喜びましょう。
ちゃぶ台返しが来た場合
はもっと喜びましょう。良くなっていく伸びしろ
が大きいからです。講義前後にお茶や食事、
卓球などに誘った場合、気が向けばひょいひ
ょい出て来るので遊んであげましょう。
お茶や
食事を断られても凹まないこと。凹んだ気持
ちをひきずってはいけません。

！
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かさこを個人所有できる権利は、
かさこ自身
とかさこの家族にのみあります。
かさこは妻帯
者です。
かさこは誰のことも贔屓にしません。
どんなわいろ、袖の下も通じません。
ただしお
っさんなので、美人と一緒に写真を撮る時は
めっちゃいい笑顔します。
これを笑って許して
あげる度量を持てる人間になりましょう。
かさ
こは男子なので、女性にのみわかる
「男性の
可愛らしさ」
を持っています。
そこに気付くと、
付き合いやすくなります。異性やアイドル相手
に持つ感情をいだくと、
１００％蹴っ飛ばされ
るので、気をつけましょう。
●使用後（卒業後）の注意
地方を飛び回るかさこなので、
タイミングが
合えば、お茶や食事などに誘って問題ありま
せん。美味しいもので誘い出せばすぐ罠にか
かります（笑）。美味しいものよりも確実にか
さこを誘い出したい方は、珍スポ情報に精通
して下さい。珍スポがないときは、廃墟情報で
釣れます。

●卓球について
かさこをおびき出すのに特に効果的な手段と
して卓球があります。
かさこは学生時代に卓
球部だったわけではありませんが、2016年
にひょんなきっかけで卓球沼にハマりました。
以来、歯ごたえのある相手を求めて塾生を煽
り、
かさこ塾開催の前後に卓球枠を設けるよ
うになりました。
かさこ塾開催のついでに卓球
をやっているのか、卓球をやりたいがために
かさこ塾をやっているのか、定かでなくなる程
度には卓球沼深くに生息している現状です。
ですから、
かさこをおびき出したい方は、講義
時間の前後に卓球ができるよう手配してみま
しょう。最適な時間、最適な場所、行き届いた
連絡などで、
あなたの手腕を見せる絶好の機
会ともなるでしょう。
●ジャンケンについて
ジュースやおやつタイムの際には、通称スイ
ーツジャンケンが発生する場合があります。
通常負けた人が勝った人の分をおごるという
ものですが、
かさこは塾生相手だからと言っ
て容赦しないので、全力で勝ちに行ってくだ
さい。
なお、
ジャンケンは希望者のみが参加と
なるため、財布の中身がちょっとなーの方は
気にしないで参加を辞退し、動画撮影を申し
出たり、野次馬をして楽しみましょう。

●ネットでの使用について
原則的に、遠慮せず絡んで問題ありません。
問題があった場合は、
かさこからイエローカ
ードが出ます。
わかりやすく出ますが、気付か
ない人はレッドカードが出た段階で関係を切
られます。一度ブロックされると、復帰はあり
得ないので、
イエローカードを見極められる機
微が要求されますが、
イエローカードが出るこ
と自体が稀なので、礼儀正しく大人同士のつ
きあい方をしていれば問題ありません。
●かさこをうまく使えない人
・持論を持たず、
かさこを全肯定する人
・持論を振りかざし、感情的になってかさこを
全否定する人
・かさこに嫌われることを恐がる人
・かさこが神だと思ってる人
・かさこに憧れている
「だけ」
の人
・かさこに自分の問題を解決してもらおうと
思っている人
・かさこに贔屓にして欲しい人
・恩着せがましい人
・社会通念としての礼儀作法に疎い人
・時間を大切にしない人
・約束を守れない人
・他人の褌で相撲を取る人
・虎の威を借る人
・カマッテチャン

かさこからの使用上の注意 ●キャンセルするなら必ず早めにそちらから連絡お願いします。
し

ことを極度に嫌うので、
おみやげなどは一切いりません。
ただ
「大人のきのこの山」
は可。●フェイスブッ

ない場合は個人名をさらします。●振込期日に遅れる場合は連絡お願いします。●yahoo.co.jpメー

クの投稿があまりない人は友達削除しますが、
キライになったわけではありませんので、
フォローしてい

ルは届かないって書いてあるのに送ってこないでください。●開場前に来ないでください。迷惑です。

ただけると助かります。●タバコの煙は大嫌いなので私の前では吸わないでください。●感情論を振り

●勝手にメールのやりとりをブログに載せないでください。●フェイスブックのメッセージは埋もれるの

かざして論理的に考えないバカを極度に嫌います。●私のブログ記事をシェア、
リツイートしてくれる

で問い合わせがあればメールにお願いします。●ネットで検索してわかることは私に聞かないでくださ

のを何より喜びます。●ブログやSNSで私の紹介をしていただけると喜びます。

い。
●遅刻早退欠席は構いませんが連絡してください。●参加表明したのに参加しないのは詐欺で

●好きな食べ物：パスタ、
うどん、
そうめん、味噌ラーメン、雑炊、刺身、
ステーキ、豚肉、
いちご、
アボカ

す。
お願いします。●私の字が読めないなら私に聞いてください。●話しかけられるのを待つのではな

ド、
チョコレート、
せんべい、
たけのこの里、大人のきのこの山、寿司、
とんかつ、
もつ鍋、焼肉、
しゃぶしゃ

く、話したいなら話しかけてください。●かさごじゃなくてかさこです。
さかこじゃなくてかさこです。
そこ

ぶ、
ケーキ、
とろろ、餃子、
カレー、
お好み焼き

んとこよろしく！●食後にホットコーヒーを飲まないと気が済まない派。
コーヒーはミルク入り砂糖なし。

●嫌いな食べ物：バナナ、納豆、
さといも、
かぼちゃ、
まんじゅう、
あんこ、
おしるこ、
ようかん、
日本酒、
モ

●お酒は弱くてほとんど飲みませんが飲みの場は好きです。
ただし酔っ払いは大嫌い。●荷物になる

ンブラン
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かさこヒストリー
▶ 母の実家の静岡市内
1975年2月28日
（0歳）

の病院で17時頃生まれ、横浜で育つ。

義の原理」
に衝撃を受け、政治学科を目指す

▶「かさこ地 蔵」
1982年（小2）
がきっか けで

ことに。

▶ 夏休みに静岡の祖母の家に
1983年（小3）

も現役で中央大学法学部政治学科に合格。

なる」
と宣言し、編集プロダクションに入社。

▶ 会 社 員の傍ら個 人でも仕
2012年（37歳）

事をするパラレルキャリアがよいと思っていた

▶ マスコミ業界に転職し、
2000年（25歳）
ライ

が、勤めていた編プロの社長の息子本を批

ターになれるも、
トラベルライターになりたい、

判したことをきっかけにケンカになり、突如フリ

本を出版したいと思い、
ホームページ
「かさこ

ーに。東日本大震災の被災地取材で感じた

ワールド」
を立ち上げ、
毎日更新を始める。

防災の教訓を伝えたいと思い、防災講演実

▶ 職 場から近い高円寺に引
2001年（26歳）

越。風呂なしアパートへ。
出勤前にマクドナルド

施。有名音楽プロデューサーの「金がないか
らいい音楽が作れない」
ブログの批判記事

▶ 直前の模試で
1993年（大1）
「合格判定Ｅ」

に行き、
ワープロでブログ記事を書く日々。

預けられたが退屈すぎて、
祖母の財布から1万

大学で遊びたいという思いからテニスサーク

り寝たきりに。60万円のレーザー手術失敗。切

円盗み、一人で横浜に帰宅。
怒られると思った

ルに入部。
マクドナルドでアルバイトを始める。

開手術し1ヵ月入院。
退院後、
フリーライターに。

出版で写真術講義を開催。
この出会いがもと

ら父親がほめてくれた。

▶ はじめての海外旅行はヨーロ
1994年（大2）

結婚し、横浜市鶴見区に引越。
フリーになるも

で後にブログ術講義やかさこ塾を開催するこ

「かさはら」
だから
「かさこ」
と呼ばれるように。

▶ 突如、
2002年（27歳）
椎間板ヘルニアにな

が拡散。
この記事を機にニュース提言サイト
「ＢＬＯＧＯＳ」
にブログ記事転載開始。
イベント
に参加したことがきっかけで、サンクチュアリ

▶ ぜんそくで入 退 院を繰り返
1985年（小5）

ッパ各国のツアー旅行。
テニス未経験なのに

食べていけず、旅行ガイドブック
「るるぶ」
の制

とに。原発に反対した和歌山と徳島を舞台に

す。友達と鶴見線の電車写真を撮りに行く。

テニスサークルの会長に。写真係も。潰れそう

作をしている編プロに転職。海外取材に行け

したドキュメンタリー映画「シロウオ」の監督に

▶ 横浜から埼玉県上福岡市に
1986年（小6）

だったサークルを再生。

るトラベルライターに。

抜擢。
この年、子供が生まれる。

クエストⅠ」
でいち早くローラ姫を救出したた

▶ 母親が突如、
1995年（大3）
家を出て、親が

離婚したのを機に、東京都日野市で一人暮ら

▶ 旅行ガイドブック取材におも
2005年（30歳）

しろさを感じられず、金融・経済関連の編プロ

ツイートの銀座レストラン問題に対して批判し

め、私のパスワードが出回り、小学校中の人が

し。
マクドナルド豊田店でオープンマネージャ

に転職。人生初の著書「サラ金トップセールス

た記事をブログに書くと、1日で40万PV。賛否

ーとしてバイト。
はじめての海外一人旅はスコ

マン物語」
（花伝社）
出版。

両論の大論争。

▶ 野球部に入りたかったのにあ
1987年（中1）

ットランドへ。
「自殺からの帰還」
というエッセイ

きらめてバスケットボール部に。

を書く。
ミスチルが好きになり、
ライブに行く。

▶ アイフルの行政処分に伴い
2006年（31歳）

▶ 初監督映画作品
2014年（39歳）
「シロウオ

▶ 通っていた学習塾の先生が
1988年（中2）

▶ 旅行関係やマスコミ関係に就
1996年（大4）

い。久米宏の
「ニュースステーション」
を毎晩ポ

転校。友達と毎日ファミコンにはまる。
「ドラゴン

「勇者かさこ」
に。

▶「五体不満足」
2013年
（38歳）
の乙武洋匡氏

「アイフル元社員の激白」
ブログを立ち上げ。

～原発立地を断念させた町」
の上映開始。各

元社員として
「報道ステーション」
ほか約10の

地の上映会で監督トークを行う。
半年前からイ

職したかったが、就職氷河期であきらめ、40社

メディアに出演。
出版社に電話営業し、人生初

ベント担当者から提案のあった
「好きを仕事に

以上面接で落とされ、
サラ金大手アイフルに

の写真集「工場地帯・コンビナート」
出版。写

する大人塾＝かさこ塾」
を断り続けていたが、

テトチップスを食べながら見るようになり、政治

内定。
「人生の敗北」
と感じる。

真集のシリーズ化も決定。

仲間ができたらおもしろいかもと考え、開催。

社会問題に興味を持つ。

▶ 千葉県市川市に引越。
1997年（22歳）
不動

▶ 映画
2007年（32歳）
「たとえ世界が終わっ

独立し、
川越で塾を始めたので川越まで塾通

▶ たった1人でもブログ術講義
2015年（40歳）

産を担保に融資する仕事に。入社2年目で部

ても」
に自費出版した海外子供写真集「視線

校を受験しようと思ったが、担任教師から
「学

内のトップセールスマンに。

の彼方」
が採用。

に。21県26回で開催。3日間の断食をきっかけ

区内ナンバーワンの学校を目指せ」
と言われ、

▶ 100万円出して
1998年（23歳）
「エジプト旅

▶ apbankfesの公認取材記者
2008年（33歳）

に、朝食を食べなくなり、約20年、毎日ポテトチ

▶ 今の学力でラクして入れる学
1989年（中3）

をして欲しい人がいたらどこへでも行くこと

あわてて猛勉強。

行記」
（新風舎）
を自費出版。宅建の勉強をや

に。
マスコミ専門学校にて人生初講演。

ップス1袋食べる習慣もやめられ、4キロやせ

▶ 映画
1990年（高1）
「ウォーターボーイズ」
の

めてギターの練習をし始める。

▶ 中 学 校 でキャリア教 育 講
2010年（35歳）

る。
この年からセルフマガジン大賞開催。

校で私服。好きでもないけどバスケ部入部。野

ンド旅行をキャンセル。沢木耕太郎著「深夜特

にセルフマガジン
「かさこマガジン」創刊。1000

球カードやトランプの
「ナポレオン」
に熱中。
プロ

急」
のテレビ版を見て長期旅行をしたいと思

部印刷し、1年間かけて配布。

かさこ塾フェスタ」開催。

レス中継に熱狂。試合中、
タイガーマスクを脱

い、人生を考え直し、会社を辞めて旅に出る。

ぎ捨てた三沢光晴の大ファンに。SF小説「グイ

写真家で作家の藤原新也作品を読みあさる。

▶ 東日本大震災が起き、
2011年（36歳）
会社

員の傍ら被災地取材に頻繁に出向くように。

▶ かさこ塾生1000名超え達成。
2017年
（42歳）

ギター弾き語りライブを東京・大阪・福岡・高

ンサーガ」
（栗本薫著）
を読み始める。

▶ アイフルを退職し、
1999年（24歳）
4ヵ月間

福島原発20km圏内にも。
出版社ともめた経

崎・仙台で開催。
セルフマガジン講義を無料公

のアジア放浪に。帰国後、横浜・希望が丘に

緯を書いたブログ
「サラリーマンは自営の気持

開。
かさこ作詞作曲曲17曲の歌詞を掲載した

引越。
マスコミ業界へ転職活動も20社以上書

ちがわからない」
が10万PV。

秘密マガジン制作。

モデルとなった埼玉県立川越高校入学。男子

▶ 政経の授業でなぜ日本が戦
1992年（高3）
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「現代政治の思想と行動」
の論文「超国家主

類で落とされる。最後の1社で
「3年でフリーに

争に突入したのかを解説した丸山眞男著の

▶ 仕事が忙しく体調不良でイ
1998年（23歳）

演。
出版営業ツールとして、
また年賀状代わり

▶ 東京、
2016年
（41歳）
名古屋、
京都、
福岡、
大

分中津の5カ所で
「好きを仕事にする見本市＝
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4段階レベル別！メディア かさこの活用法
レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

かさこブログは毎日更新。好きを仕事

フェイスブックではブログ記事以外の

好きを仕事にするセルフブランディング

全4回のかさこ塾は、好きを仕事にす

にするセルフブランディング＆ブログ術

役立つ投稿を頻繁に更新。時には読

＆ブログ術を2時間に凝縮した講義を

るセルフブランディング＆ブログ術を講

ほか、様々なお役立ち情報を無料で

者参加型企画やおもしろライブ配信

全国各地で開催。
マイナーな小都市

義で教え、個別添削、個別アドバイス

読むことができるので、ぜひ読んでみ

などもあるので、
お気軽にフォローして

でもやりますので、開催の際にはぜひ

します。塾生なら卒業後も相談無料。

てください！

ください。

ご参加ください。

塾生限定イベントに参加できます。

毎日更新
ブログを読む

フェイスブックで
フォロー

2時間ブログ術
講義に参加

かさこ塾に
参加

講義・講演・ライブ依頼は 喜んでお引き受けします

講演や講義、
ライブをお願いしたい

学校で話を
してほしい

2時間ブログ術講義を
開催してほしい

かさこ塾を
開催してほしい

企業や団体、
サークルなど特定の方

これまで中学校、高校、専門学校など

たった1人でもやりたい人がいれば、
日

10名以上確実に参加する方がいれば

に向けて、
カスタマイズした内容の講

で、今後の人生を考えるキャリア教育

程さえ空いていれば基本どこへでも

どこでもやります。開催希望があれば

演、講義を喜んで引き受けています。

講演を何度も行っています。公立学校

行きます。特に今まで行ったことのな

人数を集めた上、
ご相談ください。
フェ

日程、内容、予算などをお知らせくださ

の場合には交通費実費さえいただけ

い場所や、辺鄙な田舎ほど燃えます

イスブックのグループを公開で作って

い。
かさこ曲ギター弾き語りライブの出

れば、謝礼は少額でも構いませんの

のでぜひお声がけください。招致者に

いただけると集めやすいです。参加表

演依頼も遠慮なくどうぞ。

でお問い合わせください。

金銭負担はありません。

明後にキャンセルはしないでください。

講演・講義・ライブなどの依頼
90

kasakotaka@hotmail.com
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自分の本音をみつめなおし
他人に振り回される人生から自
明日死んでも悔いのない人生と
たった一度の人生をとことん楽
他人の顔色うかがう羊から
自立した一匹狼になり
一匹狼の仲間をつくって
仕事もプライベートも楽しむた
そのきっかけがかさこ塾。
あなたの人生が楽しくなるよう
私もあなたも社会も世界も楽し
私は本気。私はあきらめない。
みんなの人生が楽しくなったら
それが私の愛。
かさこ塾で人生を楽しむきっか

分軸を取り戻し
いえるよう
しむために。

めに。
全力でアドバイスする。
くなるように。
世界は平和になるから。
けを。

撮影：さかぼー
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大人になっても人生を 楽しめるかさこ塾へ
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