


情報がすべてを握る時代。
いかに情報を受信し
いかに発信するかをアドバイス

情報を制するものが時代を制する時代。情報が氾濫し、玉石混交
の情報が入り乱れ、フェイクニュースやデマが拡散し、興味のある
情報しか入ってこない分断化された今、いかに情報を受信するか
が、これからの時代を生き抜く重要なポイントとなります。
ネットで20年間毎日更新し、国内外の各地を取材し、1000人以上
の人にインタビューしてきた私が、社会で起きる出来事を咀嚼し、
私なりの視点でみなさまに情報をお届けします。

▶かさこメディアツール
　ブログ、フェイスブック、ツイッター、Youtube、セミナー、
　電子書籍、音楽など。

1億総情報発信時代になった今、あふれる情報の中でいかに届け
たい人に情報発信していくかが、重要なスキルとなりました。
何を発信し、どう伝えていくのか。どのツールを使うべきか。これまで
20年ブロガーとして発信してきた経験や、編集者として働いてきた
ノウハウ、さらには好きを仕事にする大人塾かさこ塾で2000人以上
アドバイスしてきた経験をもとに、情報発信のスキルを伝えていき
ます。

▶発信アドバイス
　ブランディング、ブログ、SNS、Youtube、電子書籍、名刺、
　チラシ、セルフマガジンなど。
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取材・執筆・撮影（写真＆動画）を一人でこなしリアル
で起きていることをわかりやすく多くの人に伝えます。
クライアント：企業・制作会社・広告代理店・出版社・個人事業主など

情報を伝える

カメライター
　　      （カメラマン＆ライター）

旅行
国内外の様々なスポットを取材し紹介。
ガイドブック「るるぶ」の制作経験あり。
会報誌やWeb媒体などで世界遺産や
珍スポット連載記事担当。これまで世
界39カ国、60回海外旅行。
▶雑誌・会報誌・Webなどへの旅行記事制作

人物・企業
経営者、社員、著名人、おもしろい人などをインタビューし、執筆。
インタビューカットの撮影も同時にできます。日経新聞やビジネス
誌の記事広告経験あり。企業取材やセミナー取材も可。
▶企業・社長・社員取材、著名人インタビューなど

生き方・働き方
他人軸から自分軸に転換し、どうしたら楽しんで生きていけるか、
働いていけるか、そのヒントとなる考え方や方法などを、これまで
好きを仕事にしてきた経験をもとに発信。
▶生き方・働き方に関する取材・執筆・記事提供・講演

旅行
国内外の様々なスポットを取材し紹介。
ガイドブック「るるぶ」の制作経験あり。
会報誌やWeb媒体などで世界遺産や
珍スポット連載記事担当。これまで世
界39カ国、60回海外旅行。
▶雑誌・会報誌・Webなどへの旅行記事制作

人物・企業
経営者、社員、著名人、おもしろい人などをインタビューし、執筆。
インタビューカットの撮影も同時にできます。日経新聞やビジネス
誌の記事広告経験あり。企業取材やセミナー取材も可。
▶企業・社長・社員取材、著名人インタビューなど

生き方・働き方
他人軸から自分軸に転換し、どうしたら楽しんで生きていけるか、
働いていけるか、そのヒントとなる考え方や方法などを、これまで
好きを仕事にしてきた経験をもとに発信。
▶生き方・働き方に関する取材・執筆・記事提供・講演

災害・防災
自然災害にあった被災地を取材し、現地
で起きていることや支援のニーズを伝え
ます。東日本大震災取材をまとめた著書
あり。普段は防災・減災に役立つ情報を
発信。
▶災害・防災に関する取材・執筆・撮影・記事提供・講演

社会問題
ニュースやネットで問題になっている出来事を、独自の視点から解
説。高額セミナーや協会ビジネス問題なども。原発問題やダム問題
の映画制作にも携わっている。
▶社会問題に関する取材・執筆・撮影・記事提供・講演

グルメ
食べログ3.5以上の店を中心
に全国各地で食べ歩き、おい
しい店を紹介。コンビニお菓
子なども紹介。

書評
おもしろい本、役立つ本、最近
流行っている本などを率直な
感想をもとに書評を書いて紹
介。
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様々な分野の情報を伝えるために、ブログ、フェイスブ
ック、ツイッター、Youtube、セミナー、講演、電子書籍な
どツールを使い分けて伝えています。

情報を伝えるツール

かさこメディア紹介
　　　　　　　　    　 （ネット＆リアル）

自分探し
ガイドブック
申込フォーム

独立起業の
教科書
申込フォーム

メッセージ
ソング詩集
申込フォーム

■主な講演
  ・東日本大震災に学ぶ防災・減災講演
  ・学生向け：つまらない大人にならな
    いために
  ・保護者向け：子供をネットの被害者・
    加害者にしないために
  ・子供の人生を決めるネットの功罪と
    親の影響  など

セミナー・講演
多くの人にわかりやすくライブで
リアルに伝えるためのセミナーや
講演を開催。

■主なセミナー
  ・ネット発信戦略セミナー
  ・電子書籍出版＆活用セミナー
  ・パラレルキャリア実践講座 
  ・初心者向け写真がうまくなる
    写真術講座  など

　

セルフマガジン 役立つ冊子を3種類無料配布中。

電子書籍 次ページへ（P8～P9）へ。

セミナー・講演
多くの人にわかりやすくライブで
リアルに伝えるためのセミナーや
講演を開催。

■主なセミナー
  ・ネット発信戦略セミナー
  ・電子書籍出版＆活用セミナー
  ・パラレルキャリア実践講座 
  ・初心者向け写真がうまくなる
    写真術講座  など

　

セルフマガジン 役立つ冊子を3種類無料配布中。

電子書籍 次ページへ（P8～P9）へ。

メッセージ
ソング＆ライブ
生き方のヒントとなるオリジナルの
メッセージソングをYoutubeに52曲
配信（2019年12月現在）。歌詞と
映像を流しながらの
ギター弾き語りライブ
も開催。

  ・動物  など

Youtube
文字や写真でなく動画だからこそ
伝えることができる。ジャンルにとら
われず、様々な動画をアップ！

■主なジャンル
  ・国内外の旅
  ・かさこ講演
  ・パワポの使い方
  ・電子書籍の作り方
  ・おもしろい人対談
  ・かさこ作詞作曲曲
  ・お菓子食べてみた

Youtube
文字や写真でなく動画だからこそ
伝えることができる。ジャンルにとら
われず、様々な動画をアップ！

■主なジャンル
  ・国内外の旅
  ・かさこ講演
  ・パワポの使い方
  ・電子書籍の作り方
  ・おもしろい人対談
  ・かさこ作詞作曲曲
  ・お菓子食べてみた

フェイスブック
ツイッター
様々な役立つ投稿を発信。気軽
にフォロー＆コメントどうぞ。

           facebook                         Twitter

  ・旅行記
  ・書評  など

ブログ
２０００年２月２８日から毎日更新
を続けて２０年。今も毎日さまざま
な記事を更新中！

■主なジャンル
  ・生き方・働き方
  ・ネット集客
  ・災害・防災
  ・国内外の写真
  ・ニュース解説記事
  ・全国のおいしい店
  ・動物園・動物写真

ブログ
２０００年２月２８日から毎日更新
を続けて２０年。今も毎日さまざま
な記事を更新中！

■主なジャンル
  ・生き方・働き方
  ・ネット集客
  ・災害・防災
  ・国内外の写真
  ・ニュース解説記事
  ・全国のおいしい店
  ・動物園・動物写真
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情報を伝える

かさこ電子書籍作品一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　  （AmazonKindle）

かさこ著書一覧
Amazonページ

写真集
「サハリン工場廃墟写真集」
「365日ひめくりねこ写真カレンダー」
「チベット文化圏に残る世界の秘境！
  ラダック写真集」

「タイの地獄寺・珍寺！
  ワットムアン写真集」

「ホテル廃墟エンタメ廃墟写真集＆
  探訪記」

「Snow Monkey,Hot Spiring Monkey 
  Photo collection」

実用書
「本当の自分が見つかる
  自分探しガイドブック」

「会社員副業時代を生き抜く
  パラレルキャリアの始め方」

「365日ブログネタ帳」
「2020年の星占い運勢（12星座分）」
ノンフィクション

「実録！サラ金新入社員物語
  ～現代版ナニワ金融道」
フィクション
かさこ初のファンタジー小説
  「アルドナーラ戦記1」
絵本

「へたでもいい～好きを仕事にする方法」
「子どものための仕事とお金を学ぶ絵本」

背景資料集7「自然」
背景資料集８「白川郷・飛騨高山
                        ～日本の古い町並み」
背景資料集９「ドイツ・メルヘンな街」
＊今後も続々出版予定

人気シリーズ背景資料集シリーズ
漫画、アニメ、ゲームなどに使う背景資料集。スキャン、トレース、ト
リミングOK。商用OK。クレジット表記不要。なんと購入者には写
真データPDFを送付！写真点数は300～500点と豊富です！

背景資料集1「廃墟」
背景資料集2「オランダ」
背景資料集3「ニューヨーク・アメリカ」
背景資料集4「世界の鉄道・駅」
背景資料集5「モロッコ」
背景資料集6「イタリア」
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スマホにダウンロードして気軽に読める！20冊以上出
版しているかさこ著の電子書籍一覧。写真集、資料
集、実用書、絵本など。



個人事業主、クリエイター、副業や起業を考える会社
員など向けに、自身をPRするネット・リアルの発信ツー
ルをアドバイス。
クライアント：個人事業主、クリエイター、会社員、主婦、中小企業経営者など

情報発信をサポート
好きを仕事にする大人塾
　　　　                                        かさこ塾塾長

ブランディング
アドバイス
自身の仕事獲得のために、どん
な肩書きやキャッチコピーをつけ、
どんな発信をしたらよいのか、
トータルでアドバイス。

電子書籍出版＆
活用アドバイス
新たな仕事獲得ツールになる
電子書籍AmazonKindleの出
版方法や活用方法のセミナー
開催。講義データも販売中。

パラレルキャリア実践講義
会社員をしながら副業をする上で気をつけるべきことや、どのように集客
していくかを教えるセミナー開催。書籍も販売中。

ブランディング
アドバイス
自身の仕事獲得のために、どん
な肩書きやキャッチコピーをつけ、
どんな発信をしたらよいのか、
トータルでアドバイス。

電子書籍出版＆
活用アドバイス
新たな仕事獲得ツールになる
電子書籍AmazonKindleの出
版方法や活用方法のセミナー
開催。講義データも販売中。

パラレルキャリア実践講義
会社員をしながら副業をする上で気をつけるべきことや、どのように集客
していくかを教えるセミナー開催。書籍も販売中。

ブログ添削
アドバイス
ネット発信ツールの核となるブロ
グについて、仕事獲得できるブロ
グになっているのかどうか、添削
アドバイス。

セミナー資料
パワポアドバイス
多くの人が残念なパワポスライド
でセミナーをしています。いかに見
やすくわかりやすくするかアドバ
イス。

ブログ添削
アドバイス
ネット発信ツールの核となるブロ
グについて、仕事獲得できるブロ
グになっているのかどうか、添削
アドバイス。

セミナー資料
パワポアドバイス
多くの人が残念なパワポスライド
でセミナーをしています。いかに見
やすくわかりやすくするかアドバ
イス。

写真撮影
仕事風景やセミナー、ワークショップの様子、自
然体のポートレート撮影など。

初心者向け写真術講義
初心者でもスマホで簡単にうまくなる方法を
教えるセミナー開催。講義データも販売中。

夢を叶える画伯
好きなこと、やりたいことを見える
化するお手伝い。天才かさこ画伯
が絵を描きます。

セルフマガジン
制作アドバイス
個人活動紹介冊子＝セルフマガ
ジンをどう作っていったらよいか
アドバイス。

夢を叶える画伯
好きなこと、やりたいことを見える
化するお手伝い。天才かさこ画伯
が絵を描きます。

セルフマガジン
制作アドバイス
個人活動紹介冊子＝セルフマガ
ジンをどう作っていったらよいか
アドバイス。

名刺アドバイス
多くの人が残念な名刺になって
いる！現状の名刺についてどう
改善したらよいかアドバイス。

動画編集
動画撮影
自身をアピールする重要なツール
になっている動画。撮影や動画
編集のお手伝い。

名刺アドバイス
多くの人が残念な名刺になって
いる！現状の名刺についてどう
改善したらよいかアドバイス。

動画編集
動画撮影
自身をアピールする重要なツール
になっている動画。撮影や動画
編集のお手伝い。
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＜好きなもの＞ ＊この単語に１つでもピンと来る方は仲良くなれるはず！
　ドラゴンクエスト、ミスチル、水曜どうでしょう、三沢光晴、グイン・サーガ、シャーロック・ホー
　ムズ、丸山眞男、深夜特急、藤原新也、マクドナルドアルバイト、トランプ・ナポレオン、バスケッ
　トボール、卓球、オマリー選手、人狼ゲーム、ファミコンウォーズ、沈黙の艦隊、マスターキート
　ン、廃墟、工場萌え、世界遺産、my little lover、ALFEE、プリンセスプリンセス、メリディアン
　ローグ、珍スポット、地獄寺、いちご、とろろ、うに、味噌ラーメン、そうめん、パスタ、雑炊、おじや、
　レバ刺し、セブンイレブンのコーヒー、ソフトクリーム、竹富島

「好きを仕事に」の軌跡
かさこ人生10大転機
　　　　                           かさこヒストリー

高学歴でも就職に失敗
埼玉県の進学校川越高校へ。現役で中央大学法学部政治学科に入
学し、人生安泰だと思ったものの、まさかの就職氷河期で、思うような
就職ができず、大手消費者金融アイフル入社。人生の敗北だと感じる。 

会社を辞めてアジア放浪へ
サラ金では不動産担保融資でトップセールスマンとして活躍する
も「長期の旅行に行きたい」「マスコミ業界に転職したい」と思い、
わずか2年でサラ金を退職し、4ヶ月のアジア放浪の旅へ。

マスコミ業界に転職成功
帰国後マスコミ業界への転職がうまくいかず、面接で「3年で独立
するから採用してほしい」と豪語し、マスコミ関連の制作会社に転
職成功。念願のライターになる。 

椎間板ヘルニアで寝たきりに
制作会社で自分のしたいことができず苛立っていたところ、突如
椎間板ヘルニアになり寝たきりになり入院。これを機にやりたいこ
とをやろうと会社を退職。この年、結婚も。 

念願のトラベルライターに
制作会社を辞めてフリーランスになったもののうまくいかず、前か
らやりたかった旅行ガイドブックの制作会社に転職成功し、念願
のトラベルライターに転身。

22歳
1997年

24歳
1999年

25歳
2000年

27歳
2002年

27歳
2002年

パラレルキャリアで17冊本を出版
旅行ガイドブック仕事に限界を感じ、2005年に金融・経済分野の編
集制作会社に転職。編集・ライター・カメラマンとして働きながら、副
業で17冊本を出版したり、旅行系記事の執筆をするなど楽しい毎日。

社長のパワハラで退職し独立起業
パラレルキャリアが楽しかったものの、勤務先社長からパワハラを
受け、会社を辞めざるを得なくなったが、独立起業して楽しく仕事が
できるように。この年、子供が産まれる。

全国各地飛び回るセミナー講師に
これまで私がネット発信で好きを仕事にしてきたノウハウを聞きたい
という人が多く、2013年にブログ術講義を開催したところ50名集ま
る！その後47都道府県＋海外5カ国、100回以上行う人気講座に。

好きを仕事にする大人塾開始
ブログ術講義の実践編として開催することになった全4回の好きを
仕事にする大人塾かさこ塾が人気となり、全国各地で開催。96期
1991名が受講。2020年には塾生が2000名を超えることに！

電子書籍を1000冊以上販売
今まで紙の本がいいと思い込んでいたが、2018年年末に電子書
籍の便利さに気づき、電子書籍を出版するように。2019年は21冊
出版し、1000冊以上販売。電子書籍セミナーもスタート。

30歳
2005年

37歳
2012年

38歳
2013年

39歳
2014年

44歳
2019年

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇
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試されてる障害物　乗り越えられる情熱の証を
月曜日の早朝でも飛び出してく　スマホを片手に
ネットの画面に広がる世界とリアルな世界を行き来してく
私とあなたと世界と画面をシンクロする交信者になる
あなたと世界をつなぐ架け橋になるために
また一歩また一歩また一歩　踏み出してく
私と世界をつなぐ架け橋になるために
また一歩また一歩また一歩　踏み出してかけぬけてく

背負う荷物　軽い方がいい
そんなの嘘　重い機材背負って
リアルタイムで起きることを
タイムラインで今すぐ伝えたい
人生トラブル数えたらきりがない
話のネタにして笑い飛ばせばいい
一人でいたいけどみんなとつながりたい
ワガママさもフル活用して
死ぬまでに行きたいリストをぬりつぶすために
また一歩また一歩また一歩　踏み出してく
どこでもドアが発明できない時代だから
また一歩また一歩また一歩　踏み出してかけぬけてく

何度も分岐点　1つだけ道選び
選ばなかった選択と選びとった選択肢
どっちがよかったかなんて結果論でしかないから
やり直しできない旅も人も　人生はいつも一方通行

あなたと世界をつなぐ架け橋になるために
また一歩また一歩また一歩　踏み出してく
私と世界をつなぐ架け橋になるために
また一歩また一歩また一歩　踏み出してかけぬけてく

「架け橋」　作詞作曲かさこ

才能とは持続する情熱

＜かさこ活動理念＞
リアルとネットの架け橋になり
リアルで起きていることを
ネットなどを通じて伝え
多くの人に気づきを与えていき
人生を楽しむ人を増やしていく。




