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人生 100 年時代。長寿化に伴って、学び直し、長期の旅行、転職、家庭やコミュニティ
での役割へライフバランスをシフト…など、年齢にかかわらず多様な選択肢や投資の
機会をもつ可能性が広がります。新年にあたり、さまざまな観点からの投資経験やプ
ランを寄稿していただきました。

評価するのはステッ
プアップのために欠 現在はいろいろなタッチに挑戦し
かせない作業です。 ています
フリーランスとして独立して 2018 年で 3 年目をむか
えます。それまでは図書館などで働きながらのダブルワー

（天野勢津子・画）

現在地がわからないと目的地にたどりつけないので。それ
にしても悲しいほど全部足りない……。

クでした。仕事を一本化したことで収入は半減。
「イラス

つぎに考えたのが改善策です。実行には、お金と時間が

トの仕事を増やさなければ！」との思いを胸に 2017 年は

必要になることもあり、ためらいもありましたが、
「必要

幕をあけました。そこ

経費」だと思いきりました。

で、まず行ったのは自

◆不足を補うための投資

分の現状分析です。

①〈スキルの向上〉イラストスクールへの入学：約 3 万

◆わたしの足りないと
ころ

・イラスト力―基礎が
できていない
・広報力―ホームペー

続でした

②〈広報ツールの整備〉ホームページのリニューアル：十
数万円（プロに依頼）
③〈新規開拓〉クリエイターエキスポへの参加：約 25 万
円（諸経費込）

ジは何年も放置状態

「投資に見合うリターンはあったの？」と問われれば

・営業力―新規開拓の

「十二分にあった」とお答えします。仕事先や、仕事の幅

ための努力をしてい
初めての展示会参加は緊張の連

円×毎月（継続中）

ない
自分自身を客観的に

がグンと広がり、収入も目標額を超えました。
2018 年の投資ですが、最初にあげた「足りないところ」
を満たすために、今年も時間とお金をかけます。マーケ

ティングなど、これまでより幅広い分野の勉強会にも参

には決定的に欠けています。今からどうしようか……と

加する予定です。去年チョロチョロと出てきた芽を、今

思っています。

年は丁寧に育てていくイメージでしょうか。足元をしっ
かり耕し、必要があれば肥料（投資）もつかって、毎年
花を咲かせ続けられるフリーランスをめざします。

ポイントを 3 つにまとめます。
1. 一番の投資は、金融資産などではなく、経験。「一番効
率のいい投資先は自分自身」という名言を特に若い人
には知ってほしいです
2. 新しい投資をするときは、必ずスモールスタート
3. 何があとで役に立つかなんて誰にもわからない。自分

今までに行った私への投資（成功例、失敗例、できなかっ

へのどんな投資も無駄になることは無い

たもの）について書きたいと思います。
成功した投資は SE としての技術習得です。大学では魚
の勉強をしており、コンピューターについては全くの素人
でした。未経験で不安でしたが、石にかじりついてでも 3

「このあとの半生

年やれば経験者になれると思い、SE として就職しました。

を豊かに過ごす上

それからは同じ気持ちで、全く違う分野を渡り歩きま

の投資の時期」と

した。ネットワーク、ハードウェア、携帯、ウェブ。い

問われ、思案した。

ずれも技術を習得するまでの 3 年は針のむしろのような

子どもはまだ 9 歳

時間でしたが、大体 3 年で普通のレベル、7 年で胸をは

だ が、 私 は 年 齢 的

れる状態になり、習得できたと思ったら転職をしました。

に は 折 り 返 し、 平

また、2016 年 4 月ビットコインに関するプログラミン

安 時 代 な ら「 徒 ら

グを始めました。
専門として始めるには遅いスタートです。

に長生きしたばば」

が、皆が（普通の SE でさえ）怪しいと言っていたビット

の 世 代 に 突 入。 人

コインに自分は感銘を受け、会社で事業として取り組むこ

生 100 年時代、「現

とを提案しましたが取り合ってもらえなかったので、家に

役」時代が伸びて

帰ってから必死にプログラムを書きました。この 1 年で

いる。

ビットコインを取り巻く環境が激変し、勉強していた自分
でも驚いています。

『女たちへ Dear Women』

（土曜美術社出版販売）

お金の投資は縁がない。働いて自活して家族を養うだ
けで精一杯。私の関心は、我が子や未来世代の人たち、

失敗した投資は、ビットコインで稼いだお金を使って半

同世代の人たちが少しでも生きやすくなるように、力に

年前に始めた物販です。しかし、これは痛い経験となりま

なれる自分であること。そのためには、もっと力をつけ

した。ビットコインのときはかなり慎重に取り組みました

続けること、それを投資と呼ぼうか。

が、物販はリスクもよくわからず飛び込んだので、数百万
円の損と、他の作業を行う時間を削られることになりまし
た。

3.11 の東日本大震災と原発事故。秘密保護法、集団的
自衛権、安保法制、改憲への動き。
働き方改革、女性活躍と喧伝されても、働く者の尊厳

今にして
思えば投資

題となっている。同時代の背景の中で実感したことは、

すべきだっ

我が身だけ、我が子だけという視点では、豊かに過ごす

たものとし

ことはできないということ。小さな試みであっても、社

ては、ある

会全体の尊厳の恢復を言葉で紡いでいくことができたら。

分野の専門

2017 年 12 月に帆をあげて出帆した第四詩集『女たちへ

的な知識と

―Dear

人脈（コネ

仮想通貨の採掘風景

2

は踏みにじられ、過労死や子どもや女性の貧困が社会問

Women』には、そんな思いが込められている。

業務としては、編集・執筆・講師業に携わっている。

クション）

昨年は、子どもの詩の本や教育・国語教科書関連の編集、

です。これ

女性と働くことについての執筆、高校大学のキャリア教

が今の自分

育、初年度教育、女性の自立、再就職支援の講座や、詩

人としての講演などを実施してきた。新しい人たちや女

クヨクヨしたり、他人と比較してあせったりするのはや

性を今年も応援していきたい。今年は、編集者としては、

め、できる仕事には全力で取り組み、子どもと過ごす時

ヘイトスピーチと複合差別についての企画が形になる。2

間をめいっぱい楽しみたいです。あれもだめ、これもだ

年ほど前に『憲法と京都』（かもがわ出版）というインタ

めと「できないこと」を数えても気分が重くなるだけ。

ビュー集を執筆したが、改憲論議が本格化するであろう

ささやかでもできたこと、子どもと過ごす何気ない時間

今年、『憲法を獲得する人びと』という本を書こうと思っ

を大切にし、それが何かの形で未来につながればうれし

ている。

いなと思っています。

社会の底から尊厳が立ち上がるためのさざ波を立て、
出帆する小舟になること。「私、失敗しないので」「いた
しません！」とフリーランス X を実践してみたいけれど、
小舟はいつも荒波にもまれている。転覆した時くらい労
組なら助けてよ、そう思うことも、なくはない。

鍼灸の専門学校の 2 年に在学しています。最初は「仕
事しながら勉強しよう」と思っていましたが、月曜から
金曜の午前中 3 時間の授業に加え、課外授業や補習もあ
り、だんだん仕事どころではなくなって、いまや、ほと
んど専業学生状態。お金がない！

京都でフリーの編集者・ライターとして活動していま

でも、学校では、部

活動と称して空手の練習やコンディショニングの勉強な

す。2016 年に第一子の長女を出産し、子どもの生命力や

どをする仲間もでき、10 代から 70 代の同級生と一緒に、

成長のスピードに驚く毎日です。また出産後、仕事との

学生生活を満喫している毎日です。授業は東洋医学の勉

向き合い方も大きく変化しました。今回は育児と仕事に

強以上に、解剖学とか生理学とか、覚える事がいっぱいで、

ついて、今後の抱負を書かせていただきます。

定期試験の前になると、正直、今までの人生で一番勉強

以前は仕事はできる限り引き受け、昼も夜も問わず作

しているな〜って思いますが、穴の開いたバケツ、いや

業していたのですが、子どもがいるとそういう生活には

ザルで水を汲むみたいで、覚えた端から忘れてしまう（笑）

無理が出てきます。そこで現在は、子どもが保育園に行

のですが、仕事とちがって誰にも迷惑かけないし、楽し

く日中のみ作業をし、どうしても間に合わないときは子

い！

どもが寝てから行うようにしました。

アロマエステの資格も取りました。

飲みに行くと、「オータさんはクラスで誰がタイプなん

しかし、仕事量を見積もるのは意外と難しく、原稿の

ですか〜？」などという話題になったりもしますが、大

大幅な修正が入ったり子どもが体調を崩したりしたとき

事なのは「クラスで」という部分で、自分は中学高校と

には、ギリギリなラインで原稿を仕上げることも……。

男子校で、大学も運悪く女子のいないクラスだったため、

また取材が入ったときは実家の母親に保育園への送り迎
えをお願いすることも多く、フリーランスで時間に融通

「日本死ね」と世をすねましたが、女性と机をならべて勉
強するという夢が還暦になって叶いました。

がきくとはいえ、仕事と育児の両立の難しさを実感して

「自分への投資」という観点で考えると、先行きの保証

います。また時間内に収まらない仕事をお断りするとき

はないし不安だらけ。国民年金だし……。まあ将来の事は

は、せっかく声をかけてもらったのに……と、残念な気

将来考え

持ちでいっぱいになります。他にも読書など知識をイン

ることに

プットする

し て、3

時間がなか

年で無事

な か と れ

卒業して

ず、 あ せ り

国家試験

を感じるこ

に合格し

とも少なく

たら、就

あ り ま せ

職活動を

ん。

するのが

し か し
2018 年 は

現在の目
標です。 実技の先生から技能賞をいただきました
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