
 
 

タイトル  「このままでいいのかな？」 20代、働く女子のモヤモヤについて考えてみる会。 

ゲスト  中森 浩美氏（イメージコンサルタント） 

荒木 裕美子氏（株式会社アイスタイルキャリア） 

収録日  2020/3/4（水） 19:00〜20:10 

 
 司会. 
みなさんこんにちは。 
 
 ゲスト2名  
こんにちは。 
 
 司会. 
いつもOSAKAしごとフィールドはいろんなセミナーをやっているんですけども、今日は動
画でセミナーをやっていこうと思います。OSAKAしごとフィールドの島田です。よろしく
お願いします。 
 
 ゲスト2名  
お願いします。 
 
 司会. 
今日はこちらですね、大阪府のOSAKAしごとフィールドより『20代、働く女子のモヤモヤ
について考えてみる会。』というセミナーを開きたいと思います。今日はゲストのお二人を

お招きして、まさにね、タイトル通りですけれども、おいくつですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
現在26歳です。 
 
 荒木 裕美子 氏  
現在27歳です。 
 
 司会. 
はい、私は32歳なんですけれども（笑）。20代、1番「これからどうしようかな」「いつか
結婚するのかな」「転職も悩むしな」「子育てどうかな」みたいな時期だと思うので、同じ

立場だったりとか、少しみなさんより先輩になるような女性の方々からそういったモヤモヤ

を…解決まではいかないかもしれませんが、考え方のヒントをお届けしたいなと思っており
ます。よろしくお願いします。 
本編に入る前に、先に私たちのOSAKAしごとフィールドの紹介をさせていただきたいなと
思います。普段はですね、イベントとかセミナーとかをリアルに会場でやるんですけれど

も、今日は動画ということでパンフレットとか見せながらやりたいなと思います。動画の途

中にスライドとかも入ってくると思うので。 
OSAKAしごとフィールドはキャッチコピーで「就活はじめたみんなが行く場所」「企業と
人が出会う場所」というのがあるんですけど、就職活動っていうのは学生以外でもですね、

例えば「子育てしていて再就職したいな」とか転職活動も全部含めて就職活動をされてる



方、もしくは検討されてる方に対して、１対１でご相談に乗ったりとか、今日みたいなセミ

ナーをやってヒントを持ち帰ってもらったり、そういうことをやっています。特にですね、

私たちは大阪府、行政がやっている施設というところもあって、相談乗ってもらうとき、求

人情報があって、それのご紹介っていうパターンもあると思うんですけど、私たちはどちら

かと言うと、そもそも働くことに対するそれぞれの価値観とか、その後の人生に向き合っ

て、キャリアの部分のご相談に乗る、進め方に寄るところが多いですね。漠然と「不安なん

です」とか「まだ何業界とか決まってないけど、こういうこと悩んでて」みたいな、本当に

モヤモヤしている状態、方向性決まっていない方でも、フラットな状態でその方にお話お伺

いして、というような場所なので、そんな感じで日頃やっております。詳しくはWEBサイ
トでご覧いただけたらと思います。 
 
 
3:10 
 司会. 
長くなりましたが、早速ゲストの方々をご紹介したいと思います。本日お招きしているの

は、イメージコンサルタントの中森浩美さんと、株式会社アイスタイルキャリアの荒木裕美

子さんです。よろしくお願いします。 
 
 ゲスト2名  
お願いします。 
 
 司会. 
セミナーだったらここにこうスライドが出るわけですよ。今日はそうではなくてですね、動

画ということもあって、普通にやっても面白くないかなと思って（笑）、アツく語りすぎる

と後半があるので、お二人に5個質問持ってきました。突然なんですけど、この5個の質問
を回答していっていただくと、お二人のプロフィール、自己紹介になるみたいな感じに仕立

てておりますので。 
 
 荒木 裕美子 氏  
ありがとうございます。 
 
 司会. 
いやいや（3人笑い） 
で、ですね、その中でいろいろ紹介してもらって、と思ってます。後半には今日はアドバイ

スコーナーっていうのを設けてまして、いろいろ最近（OSAKA）しごとフィールドで20代
の女の子たちも来るんですけど、よくご相談される内容とかをちょっとアレンジして「わか

るわかる」みたいな、１つお悩みを抱えているA子さん（仮名）の相談を持ってきましたの
で、答えていただくというような流れで今日は進めます。 
 
4:44 
 司会. 
ではでは、早速ですが、1つ目の自己紹介質問です。じゃん！ 
 
[自己紹介.1] 現在のお仕事は？ 

 



…まぁ普通ですね。お二人の、中森さんと荒木さんの現在のお仕事についてお聞かせいただ
きたいなと思います。中森さん、現在どんなお仕事をされているんですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
パーソナルカラーリスト・イメージコンサルタントっていう仕事をしているんですけど、ど

ういうお仕事かというと、アメリカのパーソナルカラーシステムという理論を元に、似合う

色というものを分析して、それをお伝えしていくというお仕事をさせてもらってます。 
 
 司会. 
ありがとうございます。荒木さんは何の仕事を？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
アイスタイルキャリア、『@cosme（アットコスメ）』という化粧品のランキングサイトの
運営している会社の中にある、美容部員・美容のお仕事をしたいなという方たちのためのサ

ポートの人材育成をしております。 
 
 司会. 
『@cosme（アットコスメ）』って電車の窓によくマスカラの（広告）… 
 
 荒木 裕美子 氏 
「第１位！」みたいな（笑） 
 
 司会. 
そういった人のサポートもされてるんですね。 
 
 荒木 裕美子 氏 
そうですね。『@cosme（アットコスメ）』自体は商品開発から店舗運営、海外も含めて人
材だったり、全てしている状態にはなるので、美容業界としては結構幅は広いかなと思いま

す。 
 
 司会. 
ありがとうございます。いろいろ中身は後ほど聞かせていただきたいと思います。 
 
6:09 
 司会. 
2つ目いきます。次はちょっと女子っぽい。じゃん！ 
 
[自己紹介.2] お休みの日の過ごし方は？ 

 
これは本当に素の感じでお答えください。どうですか？中森さんお休みの日、土日ですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
土日じゃないです。フリーランスなのでバラバラなんですけど、事前にある休みの場合は旅

行に行ったりとか、友達と遊びに行ったりすることもあるんですけど、そうじゃなかった

ら、トレーニングへ行ったりとか… 
 



 司会. 
トレーニング？ 
 
 中森 浩美 氏  
身体とかを鍛えるトレーニングに行ったり、あとは整体に行ったり、ネイルとか美容系のこ

としたりっていう、人と会うこととか対自分に対してのことをお休みの日にやってるかなっ

ていう感じです。あと空き時間は基本的に自己啓発っぽいYouTubeをいつも見てます。 
 
 司会. 
YouTubeを？YouTubeの1日の平均視聴時間何分くらいですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
多分みなさん働いていると思うので、私は基本的にそうじゃない時間が多いので、それぞれ

と思うんですけど、4時間くらいは…。 
 
 司会.  
お〜！すごい、映画2本分。 
 
 中森 浩美 氏  
ですね。全然見てると思います。 
 
 司会.  
4時間だったらYouTube何本分くらいなんだろう…。 
 
 荒木 裕美子 氏 
ものによりますよね。 
 
 中森 浩美 氏  
ずっと流し続けてます。 
 
 司会.  
いいですね。YouTube聞きながら作業する人も多いですもんね。 
 
 中森 浩美 氏  
そうですそうです。ずっとそれしてます。 
 
 司会.  
いい感じですね。普通に女子な感じ。はい、荒木さんはどうでしょう？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
（中森氏と）同じようにネイルとか髪の毛とか自己投資もするんですけど、ものすごい漫画

読みます。 
 
 司会.  
いいじゃないですか。漫画。 
 



 荒木 裕美子 氏 
電子書籍で読むんですけど、本当に月1万円課金をするくらい、めちゃくちゃ読むので、
ざっくばらんに読んで疑似体験をして1人で遊んでます。 
 
 司会.  
漫画はね、私もすごい好きなんですよ…また後ほどおすすめの漫画を収録後に（笑）。でも
やっぱりインプットって楽しいですよね。漫画でもYouTubeでも結構遊びと思いつつやって
るけど、仕事に活かせることは多そう。 
 
8:37 
 司会.  
続きまして、ちょっとリアルな質問になってきました。じゃん！ 
 
[自己紹介.3] 就活、どう進めてた？ 

 
お二人の就職活動について、過去の話になると思うんですけど、じゃあこれ荒木さんからお

願いします。 
 
 荒木 裕美子 氏 
みなさん大手さんのそういう求人のサイトを見られると思うんですけど、私あれの「みんな

50社受けてるよ」みたいなバロメーターがすっごい嫌で、ちょっと特殊なんですけど、お
金をこっちが払って行く就活の場所があって、そこに自分で行って大体10社くらいしか受
けなかったんですけど、1つ1つを丁寧に受けて行く就活をしていました。 
 
 司会.  
その10社の内に今のアイスタイルキャリアさんがあるんですか？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
それは新卒のときなので、違うところなんですよ。元々が広告代理店の企画営業職なので、

1社目がその10社の中にはあります。 
 
 司会.  
そこで数年勤められて、次は？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
その次は、アイスタイルキャリアの中の現場職として百貨店で美容部員をしておりました。 
 
 司会.  
お客さん来て、メイクして、このリップどうですか？みたいな？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
そうです！メイクまでしてました。 
 
 司会.  
そこからキャリアに寄り添うお仕事にならはったのはどのタイミングなんですか？ 
 



 荒木 裕美子 氏 
ブランドに全国ランキングっていうのがあるんですけど、そこで全国で1位になった時に、
これ以上のとこってもうないじゃないですか。そうなった時に、よりお客様に寄り添っただ

けじゃなくて、こうやってなりたい人のお手伝いをしたいって思って、同じ会社なのでその

ままオフィス職になったっていう感じです。 
 
 司会.  
なるほど、すごい。中森さんは今起業されてるみたいなことですよね？なおかつ、大学卒業

して就職活動はされていましたか？ 
 
 中森 浩美 氏  
就職活動はしてました。みんなと同じで一斉スタートで大手の求人サイトを使って就職活動

をしてたんですけど、求人サイトを使う前に、私の場合は軸を決めて、「人が好き」とか

「人生の大きな変化に携わる仕事がしたい」みたいなことを決めてから、私は人材業界で働

きたいって思って絞って就職活動をしていたんですけど、本当に行きたいところが1社だけ
あって、そこを受かるように他の会社は練習で受けてるっていうので就職活動は進めてたん

ですけど、最終的に行きたい会社に最終面接で落ちてしまって、普通やったら落ち込むと思

うんですけど、ポジティブなんで「落ちる運命やったんかな」って思って、落ちた3日後く
らいにはスクールに申し込んで、大学卒業してそのままスクールに通って独立したっていう

流れですね。 
 
 司会.  
練習除けばそれ以外は受けていない？ 
 
 中森 浩美 氏  
受けてないです。 
 
 司会.  
じゃあ内定も出たところもあるけど「ごめんなさい」って？ 
 
 中森 浩美 氏  
そうです。 
 
 司会.  
ちなみにお二人は違う就職活動の仕方っていうのはわかったんですけど、合説とか、いわゆ

るそういう場所には行ったりしてたんですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
遊びで行ってました。本気で全然行ってなかったです。 
 
 司会.  
なるほど。すごくないですか。今の就活生って本当に大手ナビサイトと合説くらいしか就職

活動の方法を知らない子が多いんですけど、意外とね、いろいろと方法があるということで

すね。これ悩むことなかったですか？「3日後には」とおっしゃられたけど、通知が来た時
にちょっとはへこむとか。 
 



 中森 浩美 氏  
ん〜。そうですね、2日へこみました。3日目で全然いける！って思って。 
 
 司会.  
（荒木氏へ）落ちたところもありました？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
ありましたありました。 
 
 司会.  
本命も？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
本命と言いますか、元々アルバイトが某有名倉庫メーカーだったので、そこで働いたらいい

よって言われてたんですけど、そこが働けなくて、その時は少し落ち込みました。 
 
 司会.  
落ち込んだ時とか、今日もモヤモヤがテーマですけど、方向性に悩んだ時どうされてまし

た？お友達の相談とか… 
 
 中森 浩美 氏  
私はひたすら自己分析してました。幼少期から現在にかけて、何かをするにあたって絶対

きっかけってあると思うんですよ、自分の意思を持って決定するって。じゃあなんでそれを

決定したのかな、なんで実家を出たのかな、なんでその大学を選んだのかな、なんであの習

い事をしたのかな、っていう原点に振り返った時に「自分ってこういうところに喜びを感じ

るんや」っていうところから、自分が活きる・楽しめる職業はどこかなっていうので軸を導

き出してたっていうのがありました。多分A4用紙30枚くらい書きました。 
 
 荒木 裕美子 氏 
え〜すごい。 
 
 中森 浩美 氏  
ずーっとこう、自分ってなんなんやろうって向き合ってました。 
 
 司会.  
自分ってなんだろうって単品で向き合うとちょっと迷いそうですけど、過去にすでにしてき

たことの理由を考えるんですよね？決断の理由ね、なるほど。書き上げて行くと心が晴れる

んですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
心が晴れるというよりかは、やっぱり私はこういうところがあるとか、こういうところがい

いんだっていう、自己分析をした結果方向性がわかってくる。 
 
 司会.  
じゃあ次どうしようかって自然と頭が運ぶ？ 
 



 中森 浩美 氏  
はい。 
 
 司会.  
なるほどなるほど。（荒木氏に対し）どうされてましたか？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
中森さんみたいな軸っていうのは、もちろん私もあるんですけど、それよりも本当に何も知

らなかったので、じゃあいっぱいいろんなことを体験できる企業はどこだろうっていうのを

探したら、広告代理店って、いろいろな業種の方とお仕事をするので、1つに絞るんじゃな
くて、まずそこでいろいろ経験してから自分がどうして行きたいかを決めようと思って。

焦って「絶対美容業界じゃないといけない」、「絶対的に研究職がいい」とか、専門職じゃ

なくてお仕事を見つけるためのお仕事だった、みたいな。 
 
 司会.  
いいですよね。結構そうなんですよ。働いてからわかることの方が多いというか。まず入っ

てみて、いろんな方と出会って。私も10年くらいかかりました、自分の軸というか、ある
んですけど、最終的には（時間が）かかるものだなっていうのが、20代振り返るとそう
だったなぁって思います。ありがとうございます。またA子さんの相談の時にね、その辺の
考え方とか分析の話を聞かせてください。 
 
 
15:30 
 司会.  
続きまして、今キーワードとして「軸」っていうのが出て来ましたが、それに近いかな。 
 
[自己紹介.4] 働く上でのポリシーは？ 

 
お仕事をされている上でのポリシーっていうのもそうですし、キャリアの選択ですね、何か

こう、右に行こうか左に行こうかってなった時の選ぶ時のポリシーとか、そういったキャリ

ア選択の意味での働く上でのポリシーを聞かせていただきたいです。（中森氏に対し）軸っ

ていうのはなんやったんですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
私の中ではまず「お金じゃない」ですね。「働くこと」は「生きること」やし、「生きるこ

と」は「楽しむこと」やなって思ったので、自分が楽しめない仕事をするのって生きてくこ

とが苦痛になるって考えたので、絶対に自分が楽しめる・輝けるポジションに行けるような

職業を選ばないとっていうふうに思ってました。 
 
 司会.  
働く時間って生きる上で長いですもんね。寝てる時間より長くなる人もいはりますもんね。 
（荒木氏に対し）どうでしょう？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
私はちょっと似てるんですけど、より女性にフォーカスして、「女性だから◯◯ができな

い」「女性だから…」みたいなところを「女性だからできることがある・気付けることがあ



る」っていうのを世間の印象・一人一人の印象も含めて変えれる人になりたい、だから今は

美容にいるんですけど、そういうことを軸としてずっと働いてはいますね。 
 
 司会.  
ちなみにそのポリシーや軸みたいなものって、どの瞬間に「これだ」って、急に決まるもん

なんですか？ 
 
 ゲスト2名  
ん〜。 
 
 中森 浩美 氏  
その働いてる自分を想像した上でってことですかね？2社合格しているところがあったとし
て、1社はすごくお給料が良い、1社は環境が良さそうとか、勤務地が近いとか、いろんな
こと考えて、いろんな想像膨らました上で、どっちが楽しいやろうって基準で私は選ぶと思

います。 
 
 司会.  
中森さんの「楽しい」ってなんですか？楽しいの基準もいっぱいあるなと思って。 
 
 中森 浩美 氏  
仕事もお家に帰った瞬間も「あぁ今日楽しかったな」って思えるような仕事がいいなって思

います。なかなかないとは思うんです。確かに仕事って大変なことも多いと思うんですけ

ど、頑張れる仕事やったらいいなって思います。「明日からも頑張ろう」とか。 
 
 司会.  
自分が打ち込めるというか夢中になれるみたいなことですかね。 
 
 中森 浩美 氏  
そうですね。 
 
 司会.  
なるほど。（荒木氏に対し）いつわからはりました？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
言葉にするのは時間がかかったんですけど、普通に人から「ありがとう」って言ってもらえ

た時に、すごい嬉しいじゃないですか。それを仕事にしたかったんですよね。なおかつ自分

が共感ができて。世間的にその時ちょうど安倍総理が女性活躍って言ったので、「ありがと

うって言ってもらえる」「女性活躍」なるほど！じゃあこうしていこう！みたいな。純粋に

ありがとうって言って欲しかっただけです。 
 
 司会.  
働く中でポリシーっていうのは変わってきましたか？それともずっと、振り返ったら実は

ちっちゃい頃から一緒やな、みたいなことなのか…、変化して行くものなのか。 
 
 荒木 裕美子 氏 



言葉と意味合いは一緒で、その表現方法が変わったとしても、私は多分一緒です。「ありが

とう」って言ってくれることが幸せだったなって思うし、今も幸せです。 
 
 司会.  
幸せとか思えない日もあるじゃないですか？いろんなことがあるから。その時はどうしてる

んですか？軸を思い出すんですかね？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
幸せって思えない時、逆にないんですよ。 
 
 中森 浩美 氏  
同じです、私も。 
 
 荒木 裕美子 氏 
逆になくないですか、幸せじゃないっていう時。毎日幸せなんやけど、って（笑）。だって

働けてることも、人からありがとうって言われてる経験もある、過去が積み上がって今やか

ら、幸せでしかないんですよね。 
 
 中森 浩美 氏  
同しです。本当に一緒。 
 
 司会.  
お仕事する上で「合わへんなこの人」みたいな方ともお仕事することあるじゃないですか。

そういう時は「うっ」ってならないんですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
そういう人もいるな、っていう風に思ってるし、多分こう、小さなことで喜びを感じられる

タイプなので、その積み重ねで満足度・幸福度が高いんだと思います。 
 
20:26 
 司会.  
満足度・幸福度っていうキーワードが出たところで、次がちょっと、もう少しその部分に踏

み込んだ質問なんですが、 
 
[自己紹介.5] 充実を感じる瞬間は？ 

 
満足度・幸福度、日々あると思うんですけど、「うわ、今私めっちゃ充実してるわ、ニヤニ

ヤ」みたいな時は、具体的なシーンがお話しできたら聞きたい。これは一旦働く中で、連動

しているとは思うんですけど、教えていただいてもいいですか。そもそも充実とは何か、み

たいなことにもなってくるとは思うんですけど。 
 
 中森 浩美 氏  
私の場合は、「浩美さんだから」って言ってもらえた瞬間が嬉しいですね。同じ職業の人っ

て全国にたくさんいると思うんですけど、その中で私を選択してくれて足を運んでくださっ

たっていうことが本当に幸せ、充実に思いますね。 
 



 荒木 裕美子 氏 
私も一緒ですね。「荒木さんだから」っていうところが。美容業界広いので、いろんなお仕

事あるんですけど、「荒木さんだからお仕事を一緒に探してもらえる」とか、一緒に歩けて

ることがお互いの共通で、共感できたらすごい幸せです。 
 
 司会.  
お二人の話を聞いてて、似てるなって思いました。キャリアは全然違うんですよね。（二人

とも）美容に関することはあると思うし、（中森氏が）一度は人材を志したということもあ

る。行き先というかキャリアの枝分かれはしてるんですけど、ポリシーとか考え方とかは似

てるなって思って。でもその違うところとかも見えたりして。ありがとうございます。 
 
22:18 
 司会.  
じゃあ、お二人のことがちょっとはわかったかなというところで、アドバイスコーナーに進

みたいなと思います。冒頭にも申し上げたんですけど、日々OSAKAしごとフィールドには
いろんな方がいらっしゃります。すべてのお悩みに答えるっていうのはできないんですけ

ど、その中でよく聞かれることをまとめたペルソナを作って来てみました。その人へのアド

バイスをしていただきたいと思います。A子さんが相談に来ているという想定で進めさせて
いただきます。 
 
[ A子さん(26) プロフィール ] 
新卒入社し、現在建設会社の営業事務職3年目 
■ 現職では、お客様からの電話やメールの対応、見積書作成など 
　営業の事務補助を行なっている。 
■ 結婚はいずれしたいし、子供もほしい。仕事は続けたい…かも。 
■ メイクやおしゃれが好き。 
■「仕事と家庭、どちらも充実したキラキラした生活」に憧れている。 

 
そんなA子さんモヤモヤがあります。 
 
[ A子さん(26) のモヤモヤ] 
わたしは「仕事と家庭、どちらも充実したキラキラした生活」に憧れている 
独身の26歳です。 
社会人4年目、このまま職場で働き続けるか、辞めて転職するかを迷っています。 
いまの職場は人間関係もよく、業務内容も苦手ではありません。 
福利厚生も整っているので、ママになっても働きやすい環境なのが魅力的なのですが、 
このままずっと今の職場で働くことを想像してもワクワクしません… 
転職するにも、特に秀でたスキルや、熱くなれる目標もないので、不安もあります。 
こんなわたしにアドバイスをください。 

 
です！ 
そんなモヤモヤにお二人ならどんなアドバイスをしますか？というところで、今から話を進

めていきたいなと思います。どっちからいこうかな、ジャンケンしてください。 
 
（ゲスト2名ジャンケン） 



 
25:15 
 中森 浩美 氏  
負けた方からですか？じゃあやります！私の回答はこれですね。 
 
[中森氏の回答] 
①今の環境の良い所を数える 
②正解を作っていく人生 
③勢いを大事にする  

 
この３つですね。 
 
 司会.  
A子さん色々悩んではりますけど、①の心は？ 
 
 中森 浩美 氏  
心の持ちようやと思ってて、私がA子さんやったらものすごい満足してると思うんですね。
状況を考えると。仕事も良い環境も良い、ママになっても働き続けられる場所、福利厚生も

良い、こんな幸せな状況ないと思うんです。ここにワクワクを求め出したら、求めすぎなん

じゃないのかなって思ってるので、今ある現状がどれだけ幸せかを噛み締めてほしいなって

いう点で、今の環境の良い所を数えるっていう。 
 
 司会.  
いろんなものを欲しがっちゃいすぎてるのかな〜って？ 
 
 中森 浩美 氏  
ほしがりさんなんやなぁって。すごいわかりますけどね。でもどの会社に勤めても、どこか

不満とか出て来るし、これだけ整っていることを気付いた方がいいんじゃないのかなって思

います。 
 
 司会.  
ワクワクしませんって書いてるので、ワクワクしたいことが第一優先なのであれば、何かは

ちょっと諦めないとっていう感じですかね。 
 
 中森 浩美 氏  
そうです。で、それでいくと3番目（勢いを大事にする）ですね。20代やし、まだまだ失敗
も効くと思うので、1回くらい転職をしてもいいんじゃないのかなって。そこで失敗しても
嫌だったら辞めたらいいし、勢いを大事にして転職活動をしてみるっていうのもありだと思

います。 
2番目（正解を作っていく人生）、これは私が就職活動の時に、1番働きたいなと思った会
社の担当者の方に教えてもらった言葉で、今だに心に響いてるんですけど、「どの道を選択

したとしても、それが最善だと思い、常に後悔のない人生を生きる」っていう。この言葉を

紙に書いてもらって、壁に貼ってるんですけど、それくらい結構響いてて、人生って正解は

ないし、どの道を選択したとしても「あ、この方法でこの仕事選んで良かったな」って思え

ることが正解だと思ってて、それが人生だと思ってるので、きっとこのA子さんの人生を選
択することも正解にしてあげたらいいし、転職したとしてもその人生を楽しんであげたらそ



れも正解だと思うので、「どうしたらいいですか」じゃなくて「どうするか」を考えた方が

いいと思います。 
 
 司会.  
どこにいても楽しめるマインド。 
 
 中森 浩美 氏  
環境のせいにしないっていうのが大事かなって思います。 
 
 司会.  
ちなみに中森さんって、そういったことがポリシーというか軸としておありかなって思うん

ですけど、難しい質問かもしれないんですけど、そういったマインドはどうやったら培われ

るものなんですか？1番もそうですよね、良い所数える、すごく素敵じゃない？充分だと思
うよ、っていう小さなことにも幸せを感じられたりとか、どの道選択しても正解って思える

マインドは、いつどのように形成されるのかを知りたいです。 
 
 中森 浩美 氏  
ん〜。高望みをしないで、本当に小さなことで幸せに…、待ってくださいね、どういうとこ
ろでマインドが形成されるか…… 
 
 司会.  
こういうのって私の個人的な見解かもしれないんですけど、自分がすごい痛い目にあうと

「あっ、大事や」って、去ったものに対してわかるとか、そういうので培われたことは私は

あるので「あっ」ってなるんですけど、どういう風にすればこういったマインドを…、言い
聞かせて言い聞かせてなるものではないと思うんですよ。どういうトレーニングを？ 
 
 中森 浩美 氏  
それで言うと私は基本的に向上心が高いので、1個ずつステップアップすることが好きなん
です。例えば、実家暮らしから一人暮らしを始めました、何もできない状態で、まずじゃあ

お米を炊こう、炊けた、「よし、自分天才や！」って褒めてあげる。ちっちゃいところから

褒めてあげるとめちゃくちゃ天才に思えて来るんです、自分のことが。 
 
 司会.  
それを一つ一つやると丁寧になりそうですね。 
 
 中森 浩美 氏  
本当におっしゃる通りで、一人暮らしを始めてから8年目、丁寧に生きれてます。 
 
 司会.  
ですよね。スモールステップって、イコール丁寧ってことですよね。いいかもしれない。お

米の炊き方一つもこだわれそう、吸水しましょうとか。 
 
 中森 浩美 氏  
1個1個レベルアップしていくって感じです、ちっちゃく。 
 
 司会.  



仕事はどうでした？だって起業されて、23？22？ 
 
 中森 浩美 氏  
22の時に起業しました。 
 
 司会.  
まず何したんですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
上司もいないですし、教えてもらう人もいなかったので、メールで「何卒よろしくお願いし

ます」が書けなかったんですよ。よくわからなくて。だからそれもGoogleで全部検索した
ので、最初メールを返信するのに、冗談抜きで2時間かかってました。1個のメールを作る
のに「お世話になっております」なのか「お世話になっています」にするかもわからなく

て、一つ一つ自分で調べて「できた」「送信できた」「えらい自分！」みたいな（笑）。

「返事来たー！合ってたんや！」ってとこで、満足感とか達成感を積み重ねてたっていう感

じです。 
 
 司会.  
ちょっと見えてきました。小さな挑戦をするってことですね。 
 
 中森 浩美 氏  
そうですね。 
 
 司会.  
1番始めのお客さんとか涙するくらい嬉しいですね。 
 
 中森 浩美 氏  
本当にそうでしたね。なんか背中を見た時に「今日も頑張って良かった」って。 
 
 司会.  
泣きそう！（お見送りの）「ありがとうございました」って時にってことですよね。それは

感動するわ。そのワクワクっていう話がありましたけど、もしかしたら挑戦すると、また新

しいね、自分の小さなことで幸せを感じられるマインドができるかもしれないですね。そう

考えて、このA子さんを振り返った時に「あ、前の職場だって素敵だったのに」ってやっと
わかる、みたいなことかもしれないですね。もっと深めるとあると思うんですけど、共通す

るところとかもあると思うので、一旦こんな感じでまた聞きたいなと思います。 
 
32:20 
 司会.  
どうでしょう、荒木さんのA子さんへのアドバイスをお願いします。 
 
 荒木 裕美子 氏 
はい、じゃあこんな感じですね。 
 
[荒木氏の回答] 
①逆算のスケジュール 



②女性だからを大事に！ 
③枕詞はポジティブに 

 
っていうところで。大きい所（①）から小さい所／日常（③）でわけてるんですけど、まず

一つ目って、ワクワクって誰かにしてもらうことってないんですよね。自分ですることなん

ですよ。なので、自分で優先順位をつけて、いつまでに何をするかっていうことを決めつ

つ、今の会社で満足されている部分もあると思うので、中森さんと一緒なんですけど、そ

こってすごい良いことですよねって、まずはそこで満足したら良い。それプラス会社として

安定している間に自己投資を、美容であったりとか資格、自分のスキルがないって悩むので

あれば、悩む時間ってもったいないなと思っちゃうので、じゃあこういうスケジュール組ん

だから、ここまでになんの資格を挑戦しようか、例えばダイエットでもいいと思います。ラ

イフが変わった時に後悔しない20代を。ワクワクを自分で作る計画を立てた方が良いなと
思います。 
 
 司会.  
ちなみに普段からそういったこと（アドバイス）をされてるんですよね？学生さんとかが相

談しに来て、言ったらA子さんみたいな子とかもいると思うんですよ。一緒に話して一緒に
組み立てていくんですか？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
組み立てる時に、まず土台は渡してあげます。1年、3年、5年、奇数でいいんですけど、ラ
イフとワークにわけて、仕事は例えば3年目に「後輩が欲しいな」「お給料このくらいか
な」、じゃあそのためにはどういう仕事に就かないといけないか、逆に言えば「3年目で一
人暮らしをしよう」、ワクワクしますよね。「一人暮らしでどういう家具を置きます？」み

たいな。家具どれがいいとか、「どこらへんに住みます？」とか一緒に不動産情報見たりし

て、「3年目ここがいいんや」って具体的な計画を一緒に立てて、私もワクワクしてます。
楽しく楽しくキャリアプランを構成していきます。 
 
 司会.  
スケジュール立てるって、予定を組むことかと思ってましたけど、ワクワクすることを作る

ことなんですね。楽しみなことを 布石を置いていくんですね。 
 
 荒木 裕美子 氏 
別にそれが変わったところで良いんですよ。要はワクワクすることを自分で作ってくのが楽

しいよねっていうのがわかってもらえたら全然良いです。 
 
 司会.  
しかもこれ1人じゃなくて、荒木さんとやるんでしょう？わーわー言いながら。絶対楽し
い！ 
 
 荒木 裕美子 氏 
「ここセキュリティめちゃくちゃいいね」とか言いながら（笑）。 
 
 中森 浩美 氏  
不動産の人みたいになってる（笑）。 
 



 荒木 裕美子 氏 
すごい楽しくやってる。自分がどうして良いかわからないとかって楽しくないじゃないです

か。その時間も1日の中の大事な時間なので、できれば私も楽しく喋りたいので。 
 
 司会.  
A子ちゃん、話してて楽しい人と一緒にスケジュール作っても良いかもしれないですね。優
先順位とか。 
 
 荒木 裕美子 氏 
自分で作るってことももちろん大事だけど、それがわからなければ人に頼って良いと思うん

ですよ。自分でモヤモヤしてどうしたら良いんですかっていうのをそのままぶつけても良い

と思うけど、そこの深掘りですね。なんでモヤモヤしてるの？みたいな。それも含めてちゃ

んとポジティブに考えていけたら良いなっていうのと、2つ目ですね、「女性だからを大事
に！」っていうのは女性だから悩みません？だって結婚も楽しみじゃないですか、妊娠も子

供も、気持ちが違うじゃないですか「お母さん」になれる。経験できることが女性って実は

すごい多かったり、メイクしても、雰囲気変えても、ダイエットしても、もちろん男性もあ

ると思うんですよ今の時代、あるんですけど楽しめることめちゃくちゃ多いので、女性だか

らできる事ってそんな「妊娠しないといけない」とか「結婚しないといけない」とかないの

で、自分でしたいんやったらそれっていいことじゃないですか。求めてることがね。だから

「女性だから」っていうのを大事にしたらそんな悪い事じゃなくないかなって思っちゃいま

す。 
 
 司会.  
これはA子ちゃんの悩んでるけどむしろ良いこと？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
そうなんです！こうしていきたい、妊娠・結婚・子供欲しい、みたいな。良いことを実は

思ってるけど、それを自分が悩みと思っちゃってるから。 
 
 司会.  
確かにこれほんまですね。書いてること自体を、「〜しません」とか「〜ありません」「〜

なのですが」って書いてるけど、ここ取ると良いこと書いてますね。 
 
 荒木 裕美子 氏 
そうなんですよ。それがちょうど3つ目にかかってくるんですけど、これは枕言葉をポジ
ティブに。「でも」とか「そんなんさ」とか「できひん」とか否定に入っちゃうと否定しか

生まれないので、自分を認めてあげる意味でも、ポジティブの積み重ねなんですけど、例え

ば「人からこういうこと言われた」じゃなくて「こういうこと言ってもらえた、教えてもら

えた」で良いじゃないですか（笑）。ポジティブに一つ一つの言葉を復唱することで、自分

も認めてあげられるし、他者も認めてあげられるようになるので、そこに関しては日常的に

しておくとメンタルのコーチ的な意味でも良いのかななんて思ったりします。 
 
 司会.  
確かに、私大好きな先生がいて、私すぐ忘れるんですよ、ケータイ置いた場所とか物忘れが

やばいんですけど、それに対して「今にこだわってらっしゃるのね」って。ググったら出て



くると思う、反対ワードみたいなの。あれ見るだけでも言葉の力って大事やなって本当思う

ので、そういうことですよね。 
 
 荒木 裕美子 氏 
これ（③）出来てると、本当他者からも話しやすいって言われますし。 
 
 司会.  
「でも」「だって」みたいな人よりはね、ポジティブな人の方がね。 
 
 荒木 裕美子 氏 
「めちゃくちゃいいやん」とか 
 
 司会.  
こういう人が近くにいたら復唱してあげようって気持ちにもなりますね。 
この「枕詞はポジティブに」になる、トレーニングというか、何かあります？例えば私最近

Twitterでいいなと思った言葉があって、「人はこういうネガティブな気持ちになった時のた
めに、それをどう表現を変えるかっていうことのために本や国語を学ぶんだ」みたいな、そ

の言葉を知ってると変換できると思うんですけど、こういう風なポリシーを掲げるに至る、

こういう風になれるようになるまでにどんなことをされたかとかありますか？もしかして漫

画とか？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
漫画はめちゃくちゃ読みます。漫画ってすごい「これできてないねん」って子が頑張る漫画

多いじゃないですか？絶対的に最初から出来てる主人公が少ないんですよ。最初「ん！」っ

て思ってライバルはめちゃくちゃ出来て、っていう主人公が多いと思うんですけど、それっ

て実は徐々に徐々に主人公も成長していきますよね。主人公すんごい負けないんですよ。何

巻も続くから、続くためにへこたれないし、いろんな敵が来るんですよ、敵って社会でいう

と問題、自分のぶち当たる壁なので、そこに関しては漫画は良いかもしれないですね。本が

しんどいなとか、仕事感出るなとか、だったら漫画読めば良いと思います。 
 
 司会.  
私そのタイプです。本がなかなかね、集中力がなかったので、漫画ってセリフとか、はっ 
てなりますよね。働く上でのおすすめの漫画あります？考え方とか、影響受けたよみたい

な。 
 
 荒木 裕美子 氏 
美容業界で初めて働く上で、現場職じゃないんですけど、美容部員っていうお仕事に、専門

学校とかも行かずになった時に、正直、広告代理店ってゼロベースで作るんで、売り上げと

しては大体売れるんですよ。こうやったら大体販売はできるな、お客様のためを思って伝え

てはいるけれど、その言葉選びだけはできてたんですね。でもそれ以外のメイク技術だった

り、スキンケア、あと時間ですね。それは本当に専門学校卒業した後輩とかの方が、全然上

手で、『リメイク』っていう漫画があって、ちょうど自分の状況と一緒やったんですけど、

未経験の方が美容部員になるっていう漫画ですね。漫画は意外と、世の職業を題材にしてい

る漫画が多いので、靴職人だったりとか、スーツ屋さんだったりとか。 
 
 司会.  



すごいニッチなのいっぱいありますよね。 
 
 荒木 裕美子 氏 
ニッチなやつあるんですよ。燻製している生活のやつとか。同棲しているカップルが、ずっ

と燻製を楽しむっていう漫画、9巻くらいまで出てます。今、原点回帰で卵燻してるんです
けど。（笑）漫画ってニッチなものがものすごくあるので、漫画って視覚的に絵なので捉え

やすいですし、言葉も短いので、そこでいろんな職業を見れるかなと思います。 
 
 司会.  
しかもニッチな漫画描くって、作者相当調べたり、好きですよね。思いが熱いですよね。 
 
 荒木 裕美子 氏 
参考書とかそういうのでやるよりも、すごい調べた題材の元に漫画があるので、自分に落と

し込みやすかったりはしますね。 
 
42:20 
 司会.  
わかります。いいですよね。漫画トークは私一生喋ってしまうので、あとで…。（笑）中森
さんYouTube見るって言うてはったじゃないですか。そういうのあります？荒木さんが言わ
はった漫画『リメイク』みたいな感じで影響を受けたYouTubeチャンネルは？ 
 
 中森 浩美 氏  
影響を受けたYouTubeチャンネルは多過ぎて…いきなりは出てこないんですけど…基本的に
見るのは自己啓発系のものを見てますね…。 
 
 司会.  
どんなのですか？…言うの恥ずかしいですか？（笑） 
 
 中森 浩美 氏  
バレました？（笑） 例えば勉強系で言うと中田敦彦さんのYouTubeとか、すごい参考にさ
せてもらってて、本を読む時間がない人とかにもわかりやすく面白く完結にまとめてくれて

るので、「そういうことが言いたい本やったんや」「ベストセラーやけどなんやったんか

な」みたいなことを知れたり、そこには例えば「心理学者のだれだれさんの言葉曰く」みた

いにまとめられてたりするので、そういう言葉を見て「やっぱそうなんや〜」とか、学んだ

りしてます。 
 
 司会.  
やっぱりYouTubeの動画にしても漫画にしても、何かに精通された方の作品っていうか、英
知が詰まってますもんね。なるほど。ありがとうございます。なんかでも共通するところが

結構ありそうですね。中森さん、さっき自己分析の1年、3年、5年っていうのを言ってはり
ましたけど、どんな自己分析のされ方をされてましたか？書き出す以外にありますか？書き

出すってもうバーっと書き出すってことですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
私の場合はパソコンでWordにずーっと打ち込んでました。それを印刷して出して、じゃあ
なぜこの時選択したのかっていうのをマーカーで引いて。 



 
 司会.  
やったことを書いていく？ 
 
 中森 浩美 氏  
単純に事実だけを述べていきます。例えば私だったら、「三重県出身」「家族構成は5人家
族です」「こんな父親・こんな母親の元で生まれました」「姉はこんな性格で兄はこんな性

格です」と。「だから私はこういう風に育ったのかもしれない」で、「幼少期こんなペット

を飼いました」「亡くなった時こういう感情だったよね」「姉がこのランドセルの色だった

から私はこの色を主張した」っていうことは「私はなぜこのランドセルの色を主張したの

か」マーカー引く、これが私の個性なんですよ。「赤の車じゃないと乗らない、緑のお皿

じゃないと食べない、っていう色にこだわりを持った子供だった」とか「親戚は美容室を経

営しており、美容系にやっぱり触れることが多かったんだ」とかそういうことを書き出して

いって、全ての選択に共通点とか傾向があって、それを導き出して、やっぱり自分ってこう

だなっていうのを再確認する。それはもしかしたら就職活動に活かせないかもしれないけ

ど、それは社会に出てからすごく役立ったような気がします。自分ってこういう人間だから

こういうことするよねっていう。 
 
 司会.  
面白い！そこくらいまで振り返って書き出していくと見えてくるのか。すごいですね、ちっ

ちゃい時から「赤い車じゃないと乗らない」「緑のお皿じゃないと食べない」っていうのは

どういうことですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
それは本当によくわからないです。だからこそそれが個性なんやと思うんです。姉とか兄に

はなかった色に対してのこだわりが幼少期からあった。わがままとかっていうのは個性なん

ですよ。 
 
 司会.  
何にこだわったかっていうところにヒントがあるかもしれないってことですよね。 
 
 中森 浩美 氏  
小さい時から母親のリップを塗るのが好きだったとかっていう方は美容系が好きかも知れな

いし、なぜか兄の積み木を積み重ねるのが好きだったっていうのは理系に進むかも知れない

しっていう、傾向が小さい時に出てくる可能性が高いっていう風に思ったので、自分を見つ

め直したって感じです。 
 
 司会.  
確かに私も絵を描いたりデザインの仕事もするんですけど、絵描いてる時が1番楽しそう
やったって母が全部残してるんですよ。しょうもない絵も。そういうところもなんで残して

んの？って聞いたら「片付けようとしたらあんたがめちゃくちゃ怒ったからや」って言われ

て、あぁ好きやったんやなぁって。あるかもしれないですね。立ち返って見るのはいいかも

しれないですね。幼少期ね〜。 
 
 中森 浩美 氏  
ヒントは全部過去にあるので。 



 
 荒木 裕美子 氏 
あとはすごい時間がないとか忙しい人は「なぜ？」を3回繰り返すようにするんですよ。 
 
 中森 浩美 氏  
しました！ 
 
 司会.  
どういうことですか？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
ひとつ好きなことがあります、ってなった時に、1回目「なんでこれが好きなんやろ
う？」、じゃあその理由が出ますよね。2回目「その理由はなんでなんやろう？」、2回目
言った好きな理由「なんでここを」って、2回目のやつをもう1回「なんで？」って言うん
ですよ。大体の人って1回2回はできるんですよ。好きな理由とか好きなものに対しての理
由が。3回目まで言えたらそれは本質って言われてるんですよ。 
 
 司会.  
へぇ！じゃあ私この時計好きなんですよ。例えばね。「なぜ？」を3回繰り返せばいいって
ことですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
はい。 
 
 荒木 裕美子 氏 
例えば「時計が好きです」じゃあなんで好きなんですか？ 
 
 司会.  
いろいろありますけど、3つ理由があって、これ980円で安かったんです（笑）。980円なの
に文字盤の視認性が高くて、私今日とかもセミナーしてますけど、あと何分かとか、授業し

てて配分を気にせなあかんのですが、そういう時にぱっと見れるんですよ。それが2つ目の
理由。で、3つ目の理由が意外とどんな服にでも合うから好き。普通の理由ですよ全部。 
 
 荒木 裕美子 氏 
合うってなったら次、2つ目、ここを深掘りするんじゃなくて、ここを深掘りするんです
よ。 
 
 司会.  
「980円」「使いやすい」「どんな服にでも合う」…書いてくれてます。 
 
 荒木 裕美子 氏 
見ながらやったほうがわかりやすくて。なんで自分はこうやってここが魅力に感じるんやろ

うと思います？ 
 
 司会.  



この「安い」は、「すぐなくす・すぐ壊す」。すごい動き回るから。3万円の時計とかつけ
てなくそうもんなら、5日間くらい死んでると思うんですよ。これすでに4回なくしてるん
ですけど、Amazon見ると「もう1度買いますか？」みたいなの出てくるくらいなくすけ
ど、（安いから）へこまない！ メンタル豆腐なんで。「使いやすい」のは仕事上の理由か
な。普通に。なぜ使いやすいのがいいのか…えー私は、たまに「1」がアラビア数字のある
けど、（これは）パッて見た時に（はっきり）見れるから。なんだろう…なぜ…。 
 
 荒木 裕美子 氏 
聞いてる感じだと時間を大事にしてる人ですかね。 
 
 司会.  
あ、わかりました！私お話をしてる時に時計見るのあんまり好きじゃないんですよ、相手に

気持ち良い印象を与えないので。だからその時さらっと見ただけで読める方が、「えーっ

と」って見ちゃうと「あぁこの人時間気にしてるんだな」と思われちゃうのが嫌で、視認性

高い時計を使ってます。 
 
 中森 浩美 氏  
スマートに見える。 
 
 司会.  
そうそうそう。気付きました。それだけでもすごいな。なるほどね。 
 
 荒木 裕美子 氏 
で、「服に合わせやすい」。 
 
 司会.  
服はめっちゃ好きだからです。私結構自己肯定感低いんですけど、意外と。でも服を着てる

と、服は好きなんで、それを身にまとってたら自分が好きなんです。鎧感。ナポレオンか誰

かが「人は着た服に憑依する」みたいな、そういうのに影響される、その人の服の人格にな

るみたいなエピソードがあって、それはすごいそうだなって。きっちりせなあかん時はスー

ツ着たらぴしっとなるし、スウェット着てたらこんなんなるし、みたいな感じで、本当そう

だなって思うから、そんないろんな自分を楽し上で、この時計はいつでも合うから。 
 
 荒木 裕美子 氏 
大事ですよね。なぜ2個目が「よく動くから」っていうのと「スマートに見える」のと、服
を着る、鎧、…「好きな自分になる」っていうのがよくわかりましたよね。ここまでってあ
る程度の人頑張れるんですよ。さらになんですよ。もう1回。この「なぜ？」をもう1回や
るんですよ。これめちゃくちゃ難しくて。 
 
 司会.  
難しい？ 
 
 中森 浩美 氏  
めっちゃ難しいです。 
 
 荒木 裕美子 氏 



ここからが難しいんですけど、これができたら本質って言われてるんです。 
 
 司会.  
なるほど〜。じゃあこれ全部やると大変なので…。 
 
 荒木 裕美子 氏 
一旦やめるとして、こうやって書くことをしていくみたいなね。過去も多分そうなんですけ

ど、一旦何がいいかとかわからなかったら「なぜ？」を3回繰り返して、3回目まで行けた
ことが本質と言われている。普通1、2回で終わっちゃうので。 
 
 司会.  
2回までしか深掘りできなかったものは一旦置いといても大丈夫？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
大丈夫です。逆に言えば3つ目まで見つかったものがすごく、奇跡じゃないけど、良いこ
と。 
 
 中森 浩美 氏  
何よりも自分にとっての大事にしているポイントなんだなっていうことが確認できるってい

う。 
 
 司会.  
A子さんもちょっとそれやったらいいですね。そしたら自分が何を選択したいのかとか、何
を1番大事に思っているのかが見えてくるんでしょうね。 
 
 荒木 裕美子 氏 
なので、逆算のスケジュールをする時にこれ（3つの「なぜ？」）が必要になってくるんで
すよ。 
 
 司会.  
今3回までやった方がいいと言ったものの、2回目でも結構「おぉ！」ってなりましたも
ん。確かに！って。いや〜すごいですね。めっちゃ勉強になりました。振り返ってみよう。 
（荒木氏）「①逆算のスケジュール、②女だからを大事に、③枕詞をポジティブに」、（中

森氏）「①今の環境の良い所を数える、②正解を作っていく人生、③勢いを大事にする」。

「（A子さんは）26歳やん！勢いを大事にすれば？」ってことですよね。ありがとうござい
ます。 
 
53:46 
 司会.  
じゃあ話外れちゃうかもしれないんですけど、A子さん、モヤモヤしてると。人間なんでそ
ういう瞬間はあると思うんですけど。お二方が今までで1番モヤモヤしたというか、私から
したらすごくキラキラ見えるんですけど、きっとモヤモヤしたこともいっぱいあって今がお

ありやと思うんですけど、お話できる中で1番モヤモヤしたエピソードとその時どうされた
かがちょっと聞きたいなと思います。1番行き詰まってた頃。 
 
 中森 浩美 氏  



10代の頃はやっぱり自分が未熟やったんで、今よりも考え方もまだまだ子供だし発言も今
ほどポジティブじゃなかったんです。で、実家にも暮らしてるんで、何かをやってもらえる

ありがたさっていうのも全然感じてなかったんですよ。だからその時は他力本願というか、

なんでこんな世の中なんやろうっていう風に愚痴をこぼしたりとか、イラっとしたことを口

に出してしまったりとかしてたんですけど、自分の中で今振り返ってみると、友達も傷つけ

家族も傷つけ自分も傷つけ、いろんなこと傷つけたなっていうのを感じて、それをふとした

時に「あ、あかんな」って。それはもうなんでもない、ふとした瞬間に自分よくないなって

思って、そこから言葉遣いを変えてったっていうのはありました。1人の子が基本的に何を
話しかけても「ありがとう」っていう子やったんですよ。その子の「ありがとう」をすごい

薄いなって思ったんですよ。「なんでもかんでもありがとう言うやん」っていう風に捉えて

たんです。でもふとお風呂浸かってた時に、この子の「ありがとう」にいつも救われてる

なって気付いて、じゃあ発言も変えていかなあかんし、あの子みたいになっていったらすご

い好かれる人になれるんじゃないかなって思って、一気には無理ですけど、少しずつ変え

てったっていう経験はあります。言葉って大事やなって思うので、枕詞はポジティブにって

私もすごい気にしていることではあります。 
 
 司会.  
（荒木氏に対して）どうですか？1番モヤモヤしたこと瞬間とか。 
 
 荒木 裕美子 氏 
1番モヤモヤことでいうと、どうしようもないことってあるじゃないですか。私の場合は1
社目の時にちょうど仕事が順調にお客様も付いて、新規も既存もすごいお客様と幸せな時間

を過ごせてたんですけど、その時に家庭の事情で父親がステージⅢからの癌になってしまっ

て、残された時間と今の自分のスケジュール、結構夜中まで働いてしまっていたので、それ

を考えた時に、選択を迫られた時にモヤモヤしました。病気のサポートをした方がいいの

か、その時はまだ残された時間だと思ってたので、その方がいいのか、それとも自分がした

いことをひたすら仕事としてするのか、しかも入ってまだ年数も経っていない、って時にす

ごいモヤモヤして悩みました。 
 
 司会.  
その選択は人それぞれあるかと思うんですけど、荒木さんの場合はどうされたんですか？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
仕事はもう1回自分で取りに行けると思ったんですよ、自分で変えられるもの。お父さんは
自分で変えられないもの。じゃあ変えれないものを優先しました。 
 
 司会.  
なるほど。仕事はそうですよね。まだまだいろいろあるので。そういう基準で。 
 
 荒木 裕美子 氏 
自分で動いてなるようになるものはなんとでもなると思ってるので。モヤモヤはそこで終

わったんですけど。 
 
 司会.  
今のは荒木さんの場合のエピソードではだったけども、そういう瞬間って必ず生きてるとあ

りますもんね。そういうすっごいどうしようもなく迷った時に、中森さんはどんな判断基準



で、楽しいこととかもあると思うんですけど、どっちも楽しいとか、そういう風にこう限り

なく近い時とかもあると思うんですよ。そういう時どんな基準で選択されるんですか？キャ

リアでもいいですけど。 
 
 中森 浩美 氏  
例えばどういう感じですかね？ 
 
 司会.  
例えば、中森さんがお店を開かれていて、お客さんもたくさんいらっしゃって、中森さんの

こと大好きで「ありがとうございます」みたいな感じ。で、海外進出のお仕事の依頼が来ま

した、みたいな。で、中森さんに当てはまる選択肢になるかわからないんですけど、目の前

のお客さんも大事にしたいけども、海外、海外じゃなくても良いですけどすごく良いお仕事

の依頼がある、みたいな。 
 
 中森 浩美 氏  
それで言うと、私はあんまり過去の感情に執着はしないんです。どれだけこう期待をされた

りとか、この目の前の仕事をとか、責任感がないように思われるかもしれないんですけど、

今自分にとって何が大事かを考えて選択するかもしれないです。過去は、3年先にこういう
状態でありたいっていう風に目標設定をしたとして、すごい努力をしたとしても、2年目の
時に、ここじゃなくて全然違う仕事の依頼が来ました、普通の人だったら、「いや3年目ま
でやりきってから考えよう」って思うと思うんですけど、私の場合は今っていう現状で考え

て、人のために自分の正義感のために話すことを考えるのか、それともどっちの方が、それ

こそ楽しいかっていう判断基準じゃないですけど、どっちの方が自分が生き生きできるの

かっていうのを考えたら、ここを蹴ってでもこっちに行くと思う。 
 
 司会.  
今のは勉強になりますね。20代、26歳のA子さんですけど、先輩もいて後輩もいてお客さん
も付いてきてってなると、本当にそういった瞬間で悩むこと、たくさんの方おありなんじゃ

ないかなって思っていて。 
 
 中森 浩美 氏  
そういう話は友達からもお客様からも進路の相談もされることもあるので、そこにしがらみ

を抱えてしまう方って多いと思うんですけど、それは自分の自己満でしかないと思うので、

振り返ってみた時にやっぱあの時にあれをしとけばよかったってなるのはよくないなって思

うんです。 
 
 司会.  
確かに、また新しい場所に行った時に、新しいお客さんとも出会うかもしれませんもんね。 
 
 荒木 裕美子 氏 
今は大事にしないとだめですもんね。今の感覚が大事。 
 
 司会.  
未来のことを考えることは結構ある？ 
 
 荒木 裕美子 氏 



未来も今をベースにブラッシュアップしていくので、ここが絶対じゃないんですよ。今を考

えた時にこうかもしれない、こうかもしれない、を出すんですけど、それが1年後全く同じ
ことを考えているかっていうとそうじゃないので、じゃああれもできるやん、これもできる

やん、みたいなんで、普通に分岐点をいっぱい作っていくだけなんで、今を基準にしか生き

てないです。 
 
 司会.  
このA子さんも「いつかママになっても」ってありますけど、いつ結婚できるかなって、目
標を立てることは大事ですけど、わかんないですもんね。 
 
 荒木 裕美子 氏 
その今になってみないとね。判断はできないと。 
 
 中森 浩美 氏  
柔軟に。 
 
 司会.  
1年後3年後5年後のスケジュールとかもあると思うんですけど、でもまずは今、みたいな。 
 
 荒木 裕美子 氏 
今組んだだけなので、2年後にまた変えてもいいよって。 
 
 司会.  
何ヶ月かに1回やるといい、みたいなのってありますか？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
自分がやってるのは手帳を変えるタイミングで毎回やってます。 
 
 中森 浩美 氏  
すごい、見てほしいくらい。 
 
 荒木 裕美子 氏 
手帳を変えるタイミングでスケジュール始まる前の色紙入ってますよね。その色紙に1回ブ
ラッシュアップして書きます。 
 
 司会.  
じゃあ1年に1回？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
1年に1回。それを何ヶ月何年じゃなくて、手帳を変えるタイミングって綺麗に書きたくな
りません？手帳の1番最初。1番最初の綺麗に書きたい時に丁寧な気持ちで書くんですよ。 
 
 司会.  
なるほど、私iPhoneで済ませてたけど手帳いいですね。 
 
 荒木 裕美子 氏 



手帳私好きなんですよ。丁寧な気持ちで書けるので。 
 
 司会.  
（中森氏に対して）紙派ですか？ 
 
 中森 浩美 氏  
私はもう全部iPhoneで管理してます。 
 
 司会.  
ここ（iPhoneケース）に入れられますもんね（笑）。手帳もいいかも。私さっきね、話し
てる時にそれ突っ込もうと思ってたことがあったのになんだったっけな…めちゃくちゃそも
そも論になるんですけど、なぜお二方は、数あるいろんな職業の中で美容とかに行きつかれ

たのかっていう話をちょっとだけ聞きたいな。そのキャリア選択の時に、きっと他に好きな

ものがあったと思うんですよ。そのいろんな興味の中でそこに行き着かれた理由というか。

（荒木氏に対して）アイスタイルキャリアさんとかはなぜそこに行き着いたんですか？ 
 
 荒木 裕美子 氏 
行き着いたところでいうと、美容っていうところで、私「女性だから」に変えたい仕事って

女性の話をいっぱい聞きたかったんです。とりあえず。ってなると美容部員ってただただ

「この商品のここがいいんですよ」「新作これです」って言ってるだけじゃ美容部員として

あんまり販売能力が高くないんですね。なんであなたにこれが必要かって、すごいプライ

ベートなことを聞いたりするので、そこでいろんな女性の話を聞けるな〜って思ったのと、

女性の楽しみの一部だったから。気分転換とかも含めて一部だったからっていうのが含め

て、女性にフォーカスしてはいるんですけど、アイスタイルキャリアになりましたね。 
 
 司会.  
中森さんは小さな頃から色には敏感やったとは思うんですけど…。 
 
 中森 浩美 氏  
はい、私の場合は経緯がいくつもあるんですけど、大学が指定校推薦で決まっていたので大

学側から資料がいくつか送られて来て、中小企業診断士とか会計士とか、いろんな資格があ

る中で色彩検定っていうパンフレットが届いた時に直感で「これや」っていう風に思って、

元々美容の専門学校に行きたかったんですけど、父親にすごく反対されて、4大は出て欲し
いってお願いされてたので、じゃあまあそれもそうかなって自分で納得して4大を決めたん
ですけど、決めたけど、やっぱり自分のやりたい勉強は進めたいって思って色彩検定の資格

を取ろうって決めたんです。18歳の4月の大学入学したその日から大学と専門学校Wスクー
ルしながら色彩検定の取得をめざして、日々勉強したりしていく中で、色ってやっぱり面白

いってことに気付いて、でも色彩検定って幅広いんですよ。もっと深くっていう風に探した

時に、パーソナルカラー、それこそ個人個人に似合った色っていうのって、より密着率とい

うか、いいなっていう風に思ったので、パーソナルカラーの勉強もし始めたんです。そこで

パーソナルカラー診断を受けに行ったりとかっていう経験もして、就職活動になり、いろん

なこともあって、落ちて、やっぱり私はこの仕事がしたいっていう風になったっていう感じ

です。 
 
 司会.  



一人ひとりに寄り添う、みたいなところがお二人の共通点ですよね。実は志とか大きな方々

なんですけど、すごく向き合っていることがたまたま美容、たまたま色やったかもしれない

けど、そういった部分を話を聞いてて感じました。なので振り返って、過去の感情は置いて

行ったらいいと思うんですけど、自分どうだったかなとか振り返るの結構大事ですね。 
最後になるんですけど、この動画はずっとしばらく見られるものになるので、よかったらこ

れを見てくださっている方々にメッセージでもいいですし、何か最後に一言伝えていただけ

たらなと。…今回テーマが「このままでいいのかな？20代、働く女子のモヤモヤについて
考えてみる会。」なので、今20代でモヤモヤされている方に対するメッセージがいいか
な。まとめ的な。 
 
 中森 浩美 氏  
私はお仕事の延長線上でフリーランスの仕事についてどう思いますかとかっていう質問を受

けることがすごくあるんですけど、最近の子ってGoogle、携帯（電話）を活用してすぐ答
えを求める子が多いなって思うんです。だから「どう思いますか？」「どうですか？」すぐ

質問とか、答えを聞きたがる方が多いような気がしてて、まず人に投げかける前に自分のこ

とを知ろう、なんでここでこう思ったのかっていう、私でいう自己分析をせずとも人に教え

て欲しいっていう子が多い気がするので、そこをもう少し自分を深掘りすることからモヤモ

ヤを自分で解消した上で質問をすることが大事なんじゃないかなって思います。そしたら周

りの人も大人も友達も進路相談の人も、話もしやすいしより濃い話もできると思うので、お

話をする前に一度考えてみるってことが大事なんじゃないかなって思います。 
 
 荒木 裕美子 氏 
すごい似てるんですけど、他力本願になりすぎない。聞くこと調べること、ものすごくいい

ことなんですよ。ものすごくいいことやから、その質を高めるために、まず他力本願じゃな

くて自分で考える。モヤモヤしてるっていうのも、モヤモヤってすごいふんわりしてますよ

ね。ふんわりしてるけど、もう少し面積狭められるかもしれない。それが自分なので。自分

でまずモヤモヤの原因とかをちゃんとしっかり見つめ直して他の人に聞くのはいいと思いま

す。他力本願になりすぎず、マイナスになりそうやったら頼ってくださいって感じです。ど

うしても癖でマイナスにいってしまう子っているので、だったら他人に話すことはオッケー

です。ただ一旦は考えましょう。っていうのがまずモヤモヤに関しては必要なことかなと思

います。 
 
 司会.  
なるほど、ありがとうございます。今日は20代と言えどもいろいろな年代の方が見てくだ
さると思うんですけど、本当にたくさんの勉強になるヒントがあったと思います。この動画

が終わったら私はこの時計の「なぜ？」の3回目を…結果はしごとフィールドのTwitterでつ
ぶやいてみようかなと思います。本当にみなさんありがとうございました。さようなら。 


