
フリーランスになりたい人向け・独立するために必要なこと(初期)

ターゲティングについて

安定した会社員だけどフリーランスになって田舎暮らしをしたい。でも家族がいるし、安定したフ

リーランスになることはできないかな？とうっすら考えている人

ライフスタイル

• 平日は朝8時半~夜19時まで仕事。
• ゆったりするのは好きだが若いときにこのままでいいのか不安に思いながら生活している • 将
来のことを考え、資格や資産形成をしているが稼ぐ力がないと意味がないと気づいた

• 副業をしたいが何から始めればいいのかわからないのでとりあえずTwitterやYouTubeで情報
収 集している

抱えている悩み(時間、場所、人間関係、お金)
仕事に関する悩みが大きい

• 転職するとなったときに新卒と変わらない経歴
• 平日が12時間労働で趣味を全く楽しめない
• 仕事は毎日が辛いのに、スキルが全く身についていない
•こんな仕事をしながら、この先子供が生まれたら多忙で子育てしながらなんて厳しい。でも保育
園に預けて子供の貴重な成長の瞬間を逃すのは悲しい。転職したくてもなんの取り柄もないから

もっと劣悪な環境になったらどうしようと悩む。子どもは好きだけど「働き方」が直近の悩み。

プライベートの悩み

出身が熊本だけど、パートナーと東京の大学で出会ったから東京に住んでいるが、本当は田舎

の熊本に帰って子育ても田舎でやりたい。

家庭の悩み

転勤して離れ離れになったらまさに地獄

将来に関する悩み

保育園を見つけるのも大変そうだし、毎日朝、子供を起こして、朝ごはんを食べさせて、準備さ

せて保育園まで連れて行って、自分はそこから学校(転職してたら会社)に向かってお迎えの時間
を気にしながら仕事をして、迎えに行ってご飯を食べさせて、子供を寝かしつけた後も仕事をしな

くてはいけないかもしれない。体力的にも精神的にもすごく消耗するのでは。

もし転職できたとしても

スキルアップできる仕事がしたいという思いで大変な仕事と育児をなんとか両立させているの

に、 子供がいるという理由で誰にでもできるような仕事しか任せてもらえない。こんな仕事のため
に 子どもを預けて時間をやりくりして仕事をしているわけではないのに...。せっかくスキルアップ
の ために働いているのに、大変な思いをする割に、結局スキルアップに繋がらないなんて意味
がない のでは。 また、せっかくキャリアを積み上げても出産・育児でキャリアが途絶えてしまう。
子どもを産 むって命懸けだし育てるのはもっと大変なはずなのに、というモヤモヤもある。
雇われだとこの悩みは消えないだろうが、webで稼ぐ仕組みを作ることができれば全て解決する
と密かに思っている。

解決したいけど



今の仕事のままで大丈夫なのか不安に思っている人がいなくて相談できる相手がいないし、教

師 は安定だから転職や稼ぐ力なんて探している人はいない。誰に聞けばいいのかがわからな
い。だ からこそYouTubeやTwitterで情報を探っている。

副業について

副業をしたいと考えているが、とりあえずTwitterとYouTubeで情報収集をしている。だが、副業 禁
止だし、TwitterのDMで勧誘してくる人は怖い。教わった方がいいのかもしれないけど、実際 どん
な人を選べばいいのかもわからないし、ネットの世界は全て詐欺だと思っている。どうすれ ば稼
げるようになるのか、どんな人が稼いでいるのかがまったくわからない。理想の姿はあるけ どど
んな手順でやっていけばいいのかロードマップを知りたい。

今後どうなっていきたいか?
今の忙しい仕事を辞めて、webで稼ぐことができるフリーランスになって田舎で自由に伸 び伸び
子育てをしたい。 でもいきなりは難しいのでなんとかバレずに副業をして、稼げる自信をつけて
からフリーランス になりたい。

生活にゆとりを出したい。

→在宅で隙間時間に仕事ができたら、子供が急に熱を出しても平気だし、子供が帰ってきたとき
に「おかえり」と迎えてあげることもできるはず。もし旦那が急な転勤だとか、親の介護が必要に

なっても困らないようにどこでも働けて、自分で仕事の内容も仕事で付き合う

人も選べるように なりたい。1日の過ごし方を選べるように。

場所の自由が欲しい

→子供が保育園や学校に行っている間に家や近所のカフェでチャチャっと作業して、放置してて
も収入が産まれ続ける状態になれば、平日の空いているサロンにマッサージに行ったり、興味の

あることを勉強したり、家族のためにちょっと料理を頑張ったり、自分の好きな過ごし方を選べ る
かもしれない。憧れる。

時間的な余裕が欲しい。

→出産後に太ってしまって体重を戻したいと思ったら、自分に手をかける時間を作れるのでダイ
エットする余裕がある。 自分のペースで仕事ができるから、嫌な上司や同僚に気を使う必要もな
くなるし、子供が熱を出 したからって職場で肩身の狭い思いをすることもない。

精神的な余裕が欲しい

→収入面が安定し、働く量をコントロールできればストレスが激減するはず。そうすれば家事の大
変さをわかってくれない旦那さんや、コントロールできない子供に対してイライラすることも減 る。
お母さんが余裕があって毎日を楽しんでいた方が、きっと家庭は明るくなると信じている。

スキルアップしたい

→スキルアップをすれば子供と一緒にいたい時は自宅で仕事してスキルアップをしながら資産を
作 ることができるようになる。自分で人生をコントロールできるようになりたい。

プライベートな欲

家族旅行は月1で国内を回りたいし、遠くの友達の家に自由に会いに行って子育てやキャリアの
話をしたい。おしゃれにも気を使って、綺麗な奥さん、かわいいママでいたい。子供の成長過程

を見守って、明るい家庭のまま楽しんで生きていきたい。

副業について



怪しいことはしたくないので、家族をオープンにしていたり、みんなに応援されている人を信じて

ついていきたいと考えている。とにかくクリーンなビジネスを勉強して個人の力で稼げるようにな

りたい。



伝えたいこと

ブランディング

教師をやめてフリーランスになって6ヶ月。今だからこそ言えること

なに

安定な会社員→安定なフリーランスになるのは可能→夢を追える

どうやって

書く力を磨く

さらに稼ぎたいならトークスキルも必要

最後に

「一度フリーランスになったら絶対会社員に戻れない」というわけではない。動いてみたり、動いて

から戻ってみるのもあり。大事なのは自分の幸福度



サブヘッドに使うためのGDT
時間：子育てや忙しい仕事の合間にも

努力：ノースキルでも、日本語を書いて話せれば

お金：節約するより稼いで子供の教育に回せる

富：教育費に悩むことなく、子供に不自由ない生活

性や美：おしゃれができるようになる

快適性：時間的自由、精神的自由、肉体的自由、経済的自由

希少性：と言っても行動できる人の方が珍しい、リスクを取れる人はすごい

反社会性：

興味性：親が稼げる人なら子どもに教えられますよね

モデリング

https://goworkship.com/magazine/freelance-employee/

https://goworkship.com/magazine/freelance-employee/




ターゲティング

フリーランスなんて自分がなれるのかな？実際にフリーランスになった人から話を聞いてみたい

ターゲットの悩み

フリーランスになって田舎暮らしをするのは目標だけど、実際フリーランスは不安定だし家族を

養っていけるかどうかわからない。安定の会社員から安定のフリーランスなんて可能なのか？

→安定したフリーランスにもなれるし、不安定な転職なんてする必要ない→副業からしよう

サブヘッド

1. 独立6ヶ月のロウトが選ぶフリーランスのメリット4選：フリーランスっていい、理想の生活
だなと思わせる

(フリーランスにも種類があって、自分は在宅フリーランス)
a. 住む場所を選ばず24時間家族と一緒にいられる

→田舎で自由に暮らせる、家族大好きな人へ訴える
b. 1ヶ月の給料に上限がないので働いたら働いた分稼げる

→お金の欲を煽る。おしゃれ、教育にお金をかけられる、節約なんて〜
c. 仕事を選ぶことができる

→人間関係がフリーだと子どもにも良い影響を与える
d. クライアントのために資料の準備をしたり、状況の確認頻度を上げられることがで
きる

→自分で選んだ好きな仕事をしている、子どもにも教えられそう

2. 独立6ヶ月のロウトが選ぶフリーランスのデメリット
a. 仕事とプライベートの区別がしにくい

→これくらいなら自分なら大丈夫、と思わせる

3. 万全の状態で独立したロウトの4つの戦略を公開
a. 副業で自信をつけていた

→次のステップをワクワクみてもらうための伏線
b. 人脈を作っておく

→みんな求めているので、SNS経由で出会ったことをアピール
c. 固定費を下げるつもりで動いていた

→不安材料をなくす努力をさせる
d. Twitterで実況中継をしていた

→実感が湧かないので軽く
その他：カード

4. 最短かつ安全にフリーランスになる5ステップ
a. 覚悟を決める



→このnoteをみてくれている人は大丈夫だと思うが、と前振りしておかないと重い
話になる

b. ゴールと期限を決めて副業に取り組む
→ゴールと期限を代わりに決める(大抵の人がこれくらい)

c. 言い訳をしない、と決意する
→釘刺し。

d. フリーランスの人と比較せず、副業にしかできないことをする
→TwitterとLINEがおすすめと言う

e. ゼロイチを達成するために全力をあげる
→ハードルは高くないことをアピール

5. 最後に
a. リスクを取りましょう



教師を辞めてフリーランスになって6ヶ月。独立した感想とフリーランスのメリット、デメリットを赤
裸々に告白します

どうも、ロウトです！

僕は2021年3月に、5年勤めた高校教師を辞めて4月からフリーランスとして活動しています。

「好きを仕事に！」という流れもあり、年々増加しているフリーランスですが、まさか僕が本当に独

立までこぎつけるとは思っていませんでした。

今回はそんなフリーランスなりたての僕が、会社員時代の時とフリーランスの時を徹底比較して

いきたいと思います。

せっかくフリーランスになっても無念のまま会社員に戻っていく、みたいな人もいますよね。

実際フリーランスってどうなの？

不安定なフリーランスで家族を養っていけるの？

実際にフリーランスになる前にやっておいてよかったことは？逆にやっておけばよかったことは？

フリーランスになるにはどうすればいい？

そう言った、フリーランスに転向していきたいけど怖い、不安だと思っている方へお伝えしていき

ますので、ぜひ今後のキャリアを考えていくのに役立ててくださいね。

最初に言っておくと、安定の会社員から安定のフリーランスとなり、さらに自分の夢を追うことは

可能です。

では簡単に箇条書きで僕のプロフィールです。

・高校教師を5年経験
・2019年の4月に副業開始
・2021年の3月に担任の子たちを卒業させ、そのまま退職
・2021年の4月から在宅フリーランス
・2021年の5月から妻の出身地の福岡の田舎で生活
・独立初月から月収100万円を達成し、現在もキープ中
・コミュニティ運営やセミナーの開催

・子どもが集まるカフェの準備中

現在僕は「ビジネス系」で情報発信をしつつ、クライアントの成長を見守れるようにコンサルに重

きを置いて活動をしています。

よく「教師は頭がいい」と思われがちですが、僕の場合は大学受験は全落ちしたし、生徒からも

「教師やめろよ」と言われるくらいのポンコツ具合です。

しかしある時、教員という過酷な仕事に精神と身体が悲鳴をあげ、過労で倒れました。



そこで出会ったのがブログで稼いでいるという猛者たち。

在宅ワークをすれば家族を幸せにしつつ、自分の夢である理想の教育フィールドを展開できるの

では、と副業に挑戦したのです。

そこから2年。

現在は田舎でひっそりと暮らしつつ、犬と妻と楽しく過ごしています。

しかもこれから第一子を迎えるので、期待とドキドキが混ざって毎日が楽しいですね。

とはいえ、僕も副業を始めた当初は安定安心の教師を辞めて、超不安定なフリーランスになるな

んて本当に可能なのか？

と不安で仕方がない日々を送っていました。

なぜかというと...

僕のまわりにそう言った生活をしている人が1人もいなかったからです。

教師を辞めてフリーランス。

そんな人は誰もいなかったですし、ネット上を探してもほとんどいませんでした。

でも僕は諦められなかったんです。

教師という仕事にはやりがいはありましたが、他人の子どもの面倒ばかり見て、本当に大切にし

たい家族を犠牲にしてしまっていたから。

そんな生活を続けていたら、妻はもちろん、自分の子どもに愛情なんて注ぐ暇も、時間もない。

だから挑戦したんですよね。

まぁ、その結果、失敗ばかりして一度は挫折しました。

それでもどん底の経験が「今ではいい思い出」と言えるくらいにはメンタルも復活しました。

そんなわけで、これからフリーランスになりたいと考えている人に、少しでも実態をお伝えしたいと

思い、このnoteを書くことに決めました。

今回のnoteを通して、あなたがフリーランスになるイメージを広げてみてもらえればと思います。

それでは、本題です。



会社員と比較した時のフリーランスのメリット4選

フリーランスは「自由」で会社員は「安定」です。

↑というのが一般的な話ですよね。

では実際の話どうなのか。

まずはフリーランスになってわかったメリットを4つあげます。

①24時間家族と一緒にいられる

在宅フリーランスの最大のメリット。

田舎に引っ越してすぐ妻の妊娠も分かったので、妻も仕事をやめました。

なので専業主婦と在宅フリーランスの夫婦なので本当に四六時中一緒にいます笑

でも体調が悪くなった妻をすぐに病院に連れて行ったり、家事を分担したり、子犬の世話を協力し

てするなど、メリットばかりですね。

もちろん僕も1人の時間が欲しい時はありますが、その時はカフェに行けばいいだけなんで特に
問題はありません。

三食すべて家族と一緒に食べられるので当たり前の幸せが実現できている気がします。

②1ヶ月の給料に上限がないので働いたら働いた分稼げる

僕が独立初月に月収100万円を稼げたのは働きまくったからです笑

4月は1日しか休んでいませんね。でもおかげで7桁行けました。

これ、デメリットに感じる人もいるかもしれませんが、会社員はどれだけ頑張って昇級しようとして

も1年で1万円ほど上がるのが関の山。

フリーランスなら一気に4倍にすることができるのです。
僕は仕事も好きなので、働けば働くほど収入が右肩上がりになるのは嬉しかったですね。

③仕事を選ぶことができる

「仕事を断ることができる」というのは新鮮な感覚でした。

例えば僕の場合、LINEを読みやすい文章で返信するなど、コミュニケーションが取れない人はお
断りしていたりします。

他にも人を敬う気持ちとか、協力する精神がない人など、僕なりの基準があるので「ちょっと違う

な」と思う人とは距離を置きます。



誰と働くか、を選べるのはストレスフリーになれるので、ここもフリーランスの大きなメリットだと思

いますね。

④クライアントのために資料の準備をしたり、状況の確認頻度を上げられることができる

これは単純に時間的な自由があるから、なのですが。

自分に余裕があると大切な人を増やすことができるんです。

僕の場合はクライアントですが、その人たちが最大限成長できるような資料を用意したり、代わり

にリサーチしたりと時間を割くことができるようになりました。

本当に大事なものを大事にできる。

これがフリーランス最大のメリットですね。

次に、フリーランスのデメリットをお伝えしますね。

会社員と比較した時のフリーランスのデメリットは1つだけ

すばり、仕事とプライベートの区別がしにくいだけです。

家族と一緒にいながらもLINEやTwitterの通知が来るので、気をつけないと妻の顔を曇らせます
笑

自由な時間が多いので、気がつくとずっと寝ていたり、逆に仕事をし続けて体調を崩すとかがあ

りました。

でも今はだいぶ慣れて、時間コントロールが効くようになりましたね。

ただ、モチベーションが低いからといって行動をサボると落ちていくだけなので、教師時代を思い

出して作業はしています。

フリーランスになって自由を謳歌する、と言って新しいことを学ばなくなると一気に落ちていくだけ

なので、ここはデメリットです。

常に学び続けなければいけない。

ちなみに調べるとよく出てくるデメリットは特にデメリットではありませんでした。例えば

・確定申告や税金とか大丈夫？

・収入が安定しない

・孤独になりがち

少し説明しますね。



まず、確定申告に関してはめんどくさいのは間違いないです。

でも職場の人間関係や満員電車の通勤に耐える毎日より全然マシ。毎月1回、1時間ほど時間を
さけばそこまで複雑ではないですね。

税金に関してはほぼ無知ですが、支払い通知がきたら払う、ただこれだけ笑

確定申告は税理士さんに頼んでいるので、外注するのもありだと思います

収入が安定しないのもフリーランスならではですが、これに関してはデメリットではありません。

きちんと準備すれば安定したフリーランスになれますよ。

これはまたあとでお伝えしますね。

孤独になりがち、も今ではオンラインで繋がれますし、僕はTwitterから実際に遊びに行くレベル
の友達はできました。

フリーランスになると友達も減るらしいですが、僕は今までの友達も大事にしています。今でもよく

オンライン飲み会とかしてますよ笑

福利厚生がない分、経費を使ったり、あとそんなものに頼らないほどの収入があれば問題なしで

す。

他にも国の制度とか、使えるものは多いので問題なしですよ。

次に独立する前にやっておいてよかったことをお伝えします。

フリーランスになる前にやっておいてよかったこと4選

副業で自信をつけていた

これが全てですね。

個人で稼ぐ力を身につけ、副業収入だけでも生活できるレベルまで引き上げました。

おかげで独立しても大丈夫だと思っていたし、独立してからも「稼がなきゃ」というプレッシャーは

特にありませんでした。

一緒に頑張る仲間を作っておいた

これも大事。

人間、ひとりになったらおしまいです。

そしてネット上に良い人多すぎです笑



オンラインからオフラインで会う、みたいなこともしょっちゅうあったので、本当に楽しくビジネスが

できています。

2年も副業を継続できたのは支えてくれた仲間のおかげ。恩返ししないといけないのでレベルアッ
プしなくては、と毎日思っています。

固定費を下げるつもりで動いていた

固定費を下げるために田舎に引っ越しました笑

現在、ペット含めて3人暮らしですが、月10万円が生活費で、時々税金の支払いをする、みたい
な生活をしています。

もともとは埼玉に住んでいたので、電車代や駐車場代、家賃など、結構かかるんですよね。

あと地味にコンビニが多くて意外と出費してました。

収入に不安があるうちは固定費をいかに下げるか、を考えてみてください。

そうすると「生活するための労働」ではなく「価値提供の労働」がしやすくなります。

Twitterで実況中継をしていた

僕は3月いっぱいで教師を退職したのですが、カウントダウンのようにツイートしていました。
〜〜〜〜ツイート〜〜〜〜〜

おかげで退職のタイミングでフリーランスの方から声をかけてもらって、横のつながりを作ること

ができましたし

そのタイミングでお客さんになってくれる人も増えたんですよね。

なので自分が何かに挑戦する姿は誰かを勇気づける、と強く痛感した瞬間でした。

独立初月から迷うことなくスタートできたのはこの実況中継効果のおかげだと思っています。

最短かつ安全にフリーランスになる5ステップ

①覚悟を決める

稼ぐために覚悟を決めてください。もうこれだけ。

楽して簡単に稼ぐ、は怪しいと思うくせに毎日30分くらいやってればすごいでしょ、という人がなん
と多いことか。

ちなみに初期の頃の僕。

30分やってもあまり結果が出ず、メンターに泣きついていました笑



フリーランスで稼ぐということは会社員と同じくらいには働かないと20万円も稼げません。

そういう意味で、作業を真面目に取り組む覚悟をしましょう。

②ゴールと期限を決めて副業に取り組む

「副業でどのくらい稼ぎたいですか？」と聞くと99%の人が「稼げるだけ稼ぎたい」といいます。

僕もそうです笑

そうではなく、ここでは具体的にどのくらいあったらフリーランスになれるのか？を考えてみてくだ

さい。

ズバリ「あなたはいくらあれば生活が成り立ちますか？」

僕は毎月15万円稼げればOKです。
3人分の生活費に10万円＋税金に5万円

もちろんこれは最低限なので、実際は自己投資や娯楽にもお金を使っています。

よく副業で月20万円稼いでも独立が怖いという人がいますが、40万円稼いでも「来月も大丈夫か
な..」とずっと悩んで会社員を続けます。

これを読んでいる人はフリーランスを目指していると思いますので、ぜひゴール、そしていつまで

にその金額を稼ぐのかを明確化しましょう。

僕は2年で毎月20万円を稼ぐ、と最初に妻に宣言し、走りきりました。

③言い訳をしない、と決意する

副業は疲れます。しんどいです。家族も少し犠牲にします。

それはそうです。将来楽するために活動しているわけですから。

楽な副業で、将来も楽できるなんて甘い。

僕も副業している2年間はひたすら娯楽を消し、家族との時間も削り、ビジネスに没頭していまし
た。

確かに2年もの間は、妻に苦労をかけましたが、おかげで24時間一緒にいられる生活になったの
です。

人生100年時代というなら、1~2年ほど、頑張ってみてもいいのではないでしょうか。



④フリーランスの人と比較せず、副業にしかできないことをする

フリーランスは時間があります。

僕もゆるゆる過ごすときの方が多いです。

でも副業はダブルワークですから、時間がありません。

「効率化」と「時間管理」は徹底しましょう。

僕の場合、独学の限界を思い知ったので効率よく動くためにメンターに弟子入りしました。

さらに副業は出勤の前後に行い、食事をしながら耳でインプットしたりと時間管理を徹底しまし

た。

このようにフリーランスになったら必要な「効率よく立ち回る」は全て副業というギリギリの生活で

身につけました。

副業にしかできないことがあります。

ないものねだりをせず、地道に積み重ねましょう。

⑤ゼロイチを達成するために全力をあげる

副業で挫折する人は8割以上います。
そしてその多くの人が初収益。つまり0→1を達成できずに辞めていきます。

かくいう僕もその1人。

なぜ挫折してしまうのかというと、確信が持てないからです。

ウーバーイーツのような副業なら届けることができたら必ず報酬が得られます。

でもブログを1時間必死に書いても1000円稼げる保証がありません。
だから次第にモチベーションが下がり、フェードアウト...。

ではどうすればいいか。

それは「全力でスピード感を持ってゼロイチを達成する」こと。

ここができれば「これくらいやればネットで稼げるんだ」と実感がわくのです。確信が持てるように

なります。

0→1を達成することを考えましょう。そのさきの1→10や10→100なんて後から考えればいいんで
すよ。



最後に

誰しも会社を飛び出してフリーランスになることは勇気が必要です。

でも、一歩踏み出してみると、意外となんとかなる、と思えますよ。

特にスキルがなくて独立なんて自分には無理。理想を叶えるなんて現実的ではない。

でも、いつかなれたらな。

それでは目標は叶いません。

厳しいようですが、今日から、今から準備してください。

僕も今まで学んだ知識を使って精一杯お手伝いします。

個別で独立の相談やサポートも行っていますので、ぜひお気軽に相談ください。

では。


