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はじめに 

なぜ！あなたはライフデザインを再考しようと望んだのか？ 

なぜ！あなたはリスクを最小限に押さえながら起業を目指すのか？ 

私は３６年前工学系大学を卒業し、地元の某ゼネコン企業へ就職しました。 

順風満帆な人生のスタートで、エンジニアのこの世界では No1 になるぞ！そんな夢を見ながら現場で

楽しく仕事をしていました。 

そんなある日、私の上司から「おい、おまえ企画の仕事があるのだがやってみないか？」と言われ、最初

はなんで俺が？エンジニアだぞ？と思いながら何となく給与も上ると聞いて、やって見るか！と単純に

飛び込んだのが私の起業家の始まりです。 

 

起業は意外に単純なきっかけで始まるケースが多いのです。それから私はコンドミニアムのリゾート計

画、空港の経営企画、空港情報の構築、ベンチャー企業の立ち上げ等あっという間に起業家として

３０年が経過しました。 

 

これからの時代は少子と超高齢化社会。６０歳定年、６５歳まで元気に働いてやっと年金？身

体が元気で健康寿命を延ばしながら！幸せに暮らすにはどうしたら良いだろう？もはや生存・生きる

為の手段としてライフデザインを再考し起業を本気で考えさせられる時代です。あなたのこれまでの

経験やノウハウ等を活かした自己実現の起業！＊QOL（健康・経済性・社会性）の３つのバランス

と自分にあったクォリティ・オブ・ライフを実現するためには？ 

そんな、ご支援を私の起業家３０年の現場経験、知識や知恵がお役に立てれば嬉しい限りです。 

シニアライフデザインコンサルタント＆コーチ・起業士 稲泉誠 
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●本ノートの使い方・・・ 

ノート上段部は各章の内容が記載されています。 

下段部分を「あなたのノート」として気づきやメモ等を書いてあなただけのオリジナル！

シニアライフシフト・起業家ノートにしてください。 

 

このノートはスタートアップのシニアライフシフト・起業家に必要なことを私の経験や知

識を整理し書き記したものです。ビジネスや副業を考える人は常に知識を得ながら、勉

強したことを実践してはじめて意味があります。目標を持ち仮説を立てその仮説を実行

し成果を導き出す。小さな改善の積み重ねにしか望む結果は出ません。 

 

このノートを活用し「自分であればこう考える」など自分に問いかけながら使って見てく

ださい。また、表紙の空白は 8p のあなたの人生の目標時間を計算し入れてください。   

本ノートがあなたの素晴らしい人生の成功！自己実現！自己探求そして社会の課

題解決に貢献されることを心から願っております。 
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●序章 ライフシフト・起業家とは 

第１項「なぜ？ライフシフトと起業が必要なのか？」 

 

人は人生をかけて健康・社会性・経済性この３つを獲得します。 

 

しかし、健康だけは確実に日々失っていきます。 

突然に何かおかしいと身体に信号が現れる訳ではないので、なかなか気づきません！ 

 

一方、お金は毎日の生活で関わり貯蓄、生活資金、教育資金、レジャーなどわりと計

画しやすく、しっかり取り組んでいれば安心できるものです。 

 

ところが元気で働いているうちは大丈夫なのですが、時間とともに定年（働けない）と

いうものがやってきます。そうなると、安心と思った経済性の問題が何よりも心配になっ

てくるわけです。定年後（病気）の生活が不安でどれくらいの年金受給があるのだろう

か？お金は大丈夫だろうか？健康はどうだろうか？と心配してしまいます。 

 

→唐突ですが「受給される年金収入」を少し考えて見ましょう。 

 

あくまでも概算例です。 

■夫婦・共働きで２人とも定年まで勤めた場合には….？ 

夫 ：22歳から 60歳まである会社に勤務 

        年収 480万円/生涯平均収入と仮定 

妻 ：22歳から 60歳まで勤務 

            年収 360万円/生涯平均収入と仮定 
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この場合の年金受給額は…… 

夫 ： 約 181万円／年 

妻 ： 約 154万円／年 

2人の合計年金額は約 335万円／年なので、1ヵ月あたり約 2８万円の年

金収入が想定されます。 

 

妻の年金支給・専業主婦あるいは何らかの理由で貰えない場合は 

夫 ： 約 181万円／年なので 1ヵ月あたり約１５万円の年金収入と想定さ

れます。 

 

最近では社会保障の年金制度が破綻？という学者などの書籍などもあり

若い世代では将来受給がなく、年寄りの負担を我々が行うのは？そんな階

級闘争的（老人階級/若者階級/孤独のすすめ著者：五木寛之）な社会問題

も顕在化し始めました。 

この機会に夫婦で受給できる金額を是非調べて想定して見てください。 

 

あなたの年金受給額は                円/月 

このように具体的な年金受給額を想定できたら？安心ですよね？なぜなら手が打てる

からです。働ける元気なシニア！自立した稼げるシニア！社会課題解決を支援する起

業！本ノートでは①現実を理解し②起こる未来を想定しながら③自分らしい QOLを高

めたライフシフト・起業を考えて行きましょう！ 
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第２項 「QOL（クォリティ オブ ライフ）とは」 

QOLとは健康・経済性・社会性の３つの要素を合わせ持った 

あなたの生き方！人生そのものと私は定義しました。 

シニアライフシフト・起業家はこの３つのバランスや特性（徳性）を活

かして起業を考えることをお勧めします。 

ある人の事例 

 
注釈：60 歳を定年、健康寿命を 10 年（70 歳）人生の寿命を 80 歳と考えたものです 

 
クオリティ・オブ・ライフ（英: quality of life、QOL）とは、一般に、ひとりひとりの人生の内容の質や社会的にみた生

活の質のこと（wikipedia） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E7%94%9F
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QOL（クォリティ オブ ライフ）ワークシート① 

あなたの人生の目標時間（寿命/天寿）を計算して入れましょう。 

 

 
 

      例 現在 ６０歳 寿命・目標を８０歳と考えた場合 

２０年×３６５日×２４時間＝１７５，２００時間 

 

 

例 しかし働きたい時間はフルタイム（8時間）ですか？ 

いやその半分の４時間働くとしたら 

２０年×３６５日×４時間＝２９，２００時間 
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例 しかし働ける時間は何時間？     時間としたら 

10年？20年？●●年×３６５日×   時間＝         時間 

 

 

●QOL（クォリティ オブ ライフ）ワークシート② 

 
あなたの QOLバランスシートを記入しましょう。 
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生まれた瞬間は健康１００％と社会性はゼロ、経済性はゼロ！ここから人生をかけて

QOLを獲得していく旅に出ます。 

 

定年を６０歳と考えて現在あなたは    歳 

想定健康寿命は    年 そしてその時のあなたは    歳です。 

あなたの想定する寿命は     歳 

① 定年時の健康は    ％減少  関係性資産は 100％－①＝   ％ 

② 負債▲健康は 100％－①    ％ 資本 経済性は 100％－②＝   ％ 

●QOL経済性の目標設定ワークシート 

８Pで考えたあなたの働きたい時間または働ける時間どちらかを記載しましょう！ 

健康寿命を考慮に入れてライフシフトした起業人生を楽しむ時間を設定しましょう！ 

 

① あなたのもらえる年金受給額は               円/月 

② あなたが稼ぎたい額は                   円/月 

② ― ①＝③不足額は                円/月 

 

あなたの QOLの経済性を確保するためには？③を補うためには？ 

何をすれば良いのだろうか？これまで獲得してきた自分資産を活用して効果的に何を取

り組めば良いのか？思いつくアイディアを考えて見ましょう！（頭の中にあるもの） 
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思いつくアイディアを５つ絞りだしてみよう！ 

 

①  

②  

③  

④  

⑤  

アイディアの作り方は既存の要素の２つの組み合わせで考えて見ると良いでしょう。 

簡単な例は 

① 店舗販売×②インターネットだと webのインターネット通販が生れます。 

 

メモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深く考えず思いつ

くものを直感で 
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第３項 押さえておきたい！働き方改革が必要なもうひとつの視点 

シニア社会にふさわしい働き方の創造がまさに今求められている！ 

人生９０年時代 男性の場合 

 

人生９０年時代 女性の場合 

 

 

10 人にひとりは最後まで 

自立した状態を維持している 

秋山弘子「長寿時代の科学と社会構想」（『科学』岩波書店、2010） 
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第４項「未来年表でこれからの社会の姿を考え自分未来年表を作成する」 

少子・高齢化の課題、それは人口減少です。 

子供を安心して産めない社会不安。結婚しない若者、そしてベビーブームで大量に人口

増加した団塊の世代の高齢化！２０２４年には東京でも３人に１人が６５歳以上の「超

高齢者都市」へ変わります。しかし、この事実を脅威と見るのか？ビジネス機会とみる

のか？どのように考えるかで未来が異なります。 

 

人口減少カレンダー

インパクト 機会（チャンス）

２０１６年 　出生数は１００万人を切った

２０１７年 　「おばあちゃん大国に」変化

２０１８年 　国立大学が倒産の危機へ

２０１９年 　IT技術者が不足し始め、技術大国の地位揺らぐ

２０２０年 　女性の２人に１人が５０歳以上に（東京オリンピック）

２０２１年 　介護離職が大量発生する

２０２２年 　「ひとり暮らし社会」が本格化

２０２３年 　企業の人件費がピークを迎え、経営を苦しめる

２０２４年 　３人に１人が６５歳以上の「超高齢者大国」へ

２０２５年 　ついに東京も人口減少へ

２０２６年 　認知症患者が７００万人規模に

２０２７年 　輸血用血液が不足する

２０３０年 　百貨店も銀行も老人ホームも地方から消える

２０３３年 　全国の住宅の３戸に１戸が空き家になる

２０３５年 　「未婚大国」が誕生する

２０３９年 　深刻な火葬場不足に陥る

２０４０年 　自治体の半数が消滅の危機に

２０４２年 　高齢者人口は約４０００万人とピークに

２０４５年 　東京都民の３人に１人が高齢者に

２０５０年 　世界的な食料争奪戦巻き込まれる

２０６５年 　外国人が無人の国土を占拠する

引用：未来年表/河合雅司/講談社現代新書
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●自分未来年表ワークシート 

自分の誕生から現在そして未来を考え、自分はどういう姿になりたいのか？ 

未来年表・簡易版を記入して見ましょう。 

 

出来事
年 年齢

2029

2030

2027

2028

2025

2026

2023

2024

2021

2022

2015

2018

2019

2020

2005

2010

1995

2000

1985

1990

1975

1980

1965

1970

1955

1960

重点施策
実践

人生の転機・環境の変化 印象的なエピソード 出会い・夢中になったこと 目標 money
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●自分未来図の作成（具体的なイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※QOLを達成した姿を雑誌やインターネットから切り抜き上記に貼ってください。 

例 2０２６年にはワイナリーを持って毎年家族を呼んでパティするぞ！ 

 

       年に達成！ 
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第５項 「自分資産の棚卸と生きがいMapで自分の位置を確認しよう」 

マインドマップの図表例 

 

 

現状から未来へ向かって Key ワードを追いながらどんどん思いつくまま展開して資産を棚卸します。 

自分の位置を生きがい Map にプロットし確認しましょう！ 

生きがい Map 

情熱とスキル＆市場が重なり合う 

スウィートスポット 
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●自分の棚卸資産ワークシート（人・もの・経済性・健康度・社会性） 

QOL３つの要素に枝葉をつけて①行動②友人誰と繋りあるか？③役職④役割⑤数字等の目標設定

などで展開します。 

① 健康：具体的に誰とどのような取り組みを行うか？数字目標も上げ展開（１日８０００歩） 

② 社会性：どのような社会とのかかわりを持つか？週１回はボランティア等 

③ 経済性：具体的にいくら目標で稼ぐか？今、いくら資産はあるのか？（お金や動産、不動産） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QOL

社会性

健康経済性
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第６項 「シニアライフシフト・起業家とは」 

５０代（定年前）６０代（定年後）以上で自己実現や社会の課題等に向き合い、その

課題のコミニュティに関わりその顧客の課題を解決する対価として富を得る起業家のこ

とをここでは言います。 

「起業といえばシニアの時代」がやってきた！！ 

 
 

中小企業白書データで「40 歳未満の若者の起業件数」と「50 歳以上のシニア起業件数」を比べ

ると、2000 年頃までは拮抗していましたが、最近は完全に逆転して、「起業といえばシニアの時代」に

なります。 

 シニアライフシフト起業家の特徴は 

① １人で起業する人が多い 

② 小資本ローリスクで経営 

③ 収入より社会への貢献、やりがいを重視 

④ 事業の拡大、成長より継続性を優先 

⑤ これまでの信用や人脈を活かした起業 

つまり、やりがいを重視し知識や経験を活かし、社会に役立つ仕事がしたい。ローリスク・ローリ

ターンで、健康で働けるうちは働き、老後の生活基盤を整えたいと考えているということです。 

しかし、社会環境は大変厳しい時代です。リスクを限りなく押さえ小資本で起業し成功をすることは

これからの時代を生きる必須条件になるかも知れません。 
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●「シニアライフシフト・起業家のスタート方法とは」 

 それではどのような分野で起業したらよいのでしょうか？どんな方でもお悩みになるかと思います。成

功した起業家の話を聞くとか？世の中の成功例を探すとか？いろいろアプローチはあるかと思います。

私が推奨する方法は以下です。それは自分資産（能力/内側）の棚卸チェックです。 

① 過去経験したことは何か 

② 自分の詳しい業界は 

③ 自分の詳しい知識や情報・資格は 

④ 自分の特技や強みは 

⑤ 自分の好きなこと（趣味は） 

⑥ 好きなことの背後にあるものは 

⑦ 純粋にやってみたいこと、純粋に興味があることは 

⑧ こういうものがあったら良いのにと思うものは 

⑨ 自分がまさに今困っていて、解決できないことや過去に苦労したことは 

⑩ 過去世の中に対して怒りを感じたことは 

この１０項目をチエックしてみてください。マインド Map などで整理することもできます。この１０項

目からあなたの強みを活かした起業テーマが見つかるはずです。 

Ans① 

Ans② 

Ans③ 

Ans④ 

Ans⑤ 

Ans⑥ 

Ans⑦ 

Ans⑧ 

Ans⑨ 

Ans⑩ 
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●第７項 シニアライフシフト・起業家に必要な５つの力（エネルギー） 

 

① 肉体エネルギー 

最も重要なエネルギーです。健康体でなければ何にもできません。食事/睡眠/運動、体に良い食

事を取りましょう。特に朝食は１日のアンカーになります。睡眠は７時間は取ってください。そして運

動、１日 8000 歩以上歩くことで生活習慣病他リスクを避けられるという結果も出ています。筋トレも

必要ですね。１週間のスケジュールに入れて自己管理しましょう。 

② 知性エネルギー 

ビジネスを行う上で必要な知識や情報は常に勉強する習慣をつけたほう良いです。必要な情報の

メルマガに登録したり、専門家のコーチを定期的に受けたり。知識レベルでの成長も必須です。 

③ スピリチュアルなエネルギー 

精神面での成長は壁や問題にぶつかった時に乗り越える重要な鍵です。朝、起きたら１０分間

瞑想を行い、大地や光のエネルギーを体にとりいれるイメージを持ってください。毎日の習慣によりメ

ンタル面の成長を促します。 

④ 社会的なエネルギー 

ビジネスは人が関わります。ビジネスの安定は人間関係構築にあります。現在の企業でのポジショ

ン、家族、友人、地域社会そして顧客との関わり。ビジネスとは顧客（社会的な関わり）の問題や

悩み等を顧客に代わって解決する対価としてお金を頂くこと。 

⑤ 金融のエネルギー 

０から起業することも十分ありますが、自分資産の金融価値の把握とマネジメント。ある程度の資

本や金融面でのゆとり（預貯金/動産/不動産）もまた重要です。 
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●第８項 なぜライフシフト・起業家の仲間（右腕）が必要なのか？ 

米国のシリコンバレー！誰でも知っている起業家が集まる米国で最もホットなところです。このシリコ

ンバレーで起業した 200社を調べた Bill Gross 氏が TED で次のように発表しました。 

 

  

Bill Gross: The single biggest reason why startups succeed/TED 抜粋 

なんと１番の成功要因は事業のタイミング！この事業のタイミングは今か！と言うことでした。事

業は①起業期②成長期③成熟期④衰退期の４つのステージがあります。ニッチでまだ潜在的なニー

ズが顕在化していない事業。そのアイディアが①起業期から②成長期へのタイミングに今あるのか!? 

日本でも多くの起業家はタイミングが早かったなどで事業を取りやめるケースがあります。成功を勝ち

取るうえで重要なポイントなので覚えておいてください。 

そして第３項で言いたい成功の要因の２番目はまさに Team や右腕がいるか？どうかです。シニ

ア起業家は小規模、ひとりで立ち上げる方がこれまで多いのは事実です。しかしながら大企業が小さ

なニッチ市場まで手を出してきている今の時代では自分ひとりの力では財力もつきてしまいます。 

これからはそれぞれの専門分野の知識と経験のある、他のシニア起業家または起業家、企業等

を右腕（ジョイントベンチャー）として考えて行くことも重要なポイントになります。 
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●本編 シニアライフシフト・起業家ノート 

第１章  起業家の５つのタイプとシニアライフシフト・起業家 New タイプ 

起業家には５つのタイプがあると言います。 

① ライフスタイル型：これまでの生活習慣や仕事のワークバランスを重視するタイプ 

② サバイバル型：競合優位性、事業のちがいをみいだせず常にギリギリで綱渡りするタイプ 

③ 限定成長型：そこそこ成長するが制約があり、ある瞬間で止まりで成長しないタイプ 

④ 超成長型：適切なマーケットの適切な課題を選択し 、さらに優れたビジネスモデルと実行能力を

持って急成長するタイプ 

⑤ 社会起業家型：社会の為の課題を解決しようと試みるがどうやって利益を生むかは興味がない

タイプ⇒ボランティア型 

これからのシニア起業家に必要なタイプは①④⑤のハイブリッドタイプ！ 

つまりライフスタイルは重視しながら社会の課題解決を選択し自分ひとりで行うのではなく、それぞれ

の専門分野の起業家や仲間、企業と連携しながら小資本で起業アイディアを設計し、その起業アイ

ディアの仮説を計画、行動、確認、改善（PDCA）を繰り返しながら、その事業を成功に導くハイブリ

ッド型！シニア起業家 New タイプになることをお勧めします。 

 

Q1.あなたどのタイプと思われますか？ 

 

Q2 選ばれた理由は何でしょうか？ 
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●シニアライフシフト・起業家 New タイプ 

 

シニアライフシフト・起業家の New タイプになるためには 

視点①→自分の起業テーマの成功に導くはず特性が妨げになっているものはないか？ 

視点②→成功へ導く強みを阻害するものがあるか？ 

視点③→起業で成功するために必要なあなたの得意、強みを活かし、やることを絞れているか？ 

 

※これら視点から最も重要なことは 

① 自分の勝てる分野で勝負する！ 

② 必要なことだけを取り組む！ 

③ 実行のスピードをあげる！ 

④ 他の専門家と連携して足りないところを補う！ 

⑤ 事業アイディアの仮説の検証を繰り返しながら顧客や社会の課題解決のあるべき姿へ挑ん

でいく！ 

ハイブリッド型シニアライフシフト・起業家 New タイプとは 

自分の生まれ持った DNA（才能）やこれまで磨き上げてきた才能そして継承した資産に上記①～

⑤を実行していく熱意のある「あなた」＝起業家のこと。そんなふうに私は呼んでいます。 

 

Q1.あなたの起業や事業の成功を妨げている壁や障害は何ですか？ 

 

 

Q2.どうしてその壁や障害が成功の妨げとなると思いますか？ 

 

 

Q3.どうしたらその壁や障害が取り払うことが可能ですか？ 
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●第２章 一般的な起業家の４つのステージ 

事業のステージには４つがあります。 

 

① 起業期：これは導入期と呼ばれ事業のまさにスタート段階 

② 成長期：事業が順調に売上を伸ばして、ビジネスシステムが回りだしていく段階 

③ 成熟期：マーケットをある程度獲得し事業が成熟する段階 

④ 衰退期：事業が衰退するか、新しい事業を組み込みながら新たなステージへ行く段階 

  

特にここではスタートアップと言われる起業期（導入期）について考えて行きます。 

売上が０～１億円ほどのステージの多くの問題は「自分の思い！やりたいこと！」で自分が何をし

ているのか？よく理解していないまま起業したということです。 

 この時期の最も重要な課題は売上により利益を出す！最低限の顧客数を獲得することに注力す

る。そして一番重要なスキルは起業するアイディアの商品やサービスを販売する！これにつきます！ 

 起業アイディアを実現し事業を成り立たせるにはオフィスや什器の整備が先ではなく、起業アイディ

アのターゲット（顧客）を獲得することになります。 

新たな事業を立ち上げる際に重要なポイントは８割以上の時間を顧客獲得に使うという事。どう

やったら顧客を獲得できるのかどうか？ここに注力すべきで、商品やサービスの質に多くの時間を割くこ

とはこの起業期では必ずしも優先すべきことではありません。 

なぜなら商品やサービスも顧客の声を持って改善され完成していくものであって、商品やサービスの

完成度ではないからです。 

 つまりあなたの仕事は顧客獲得のマーケティングに時間を割くということです。 

 ビジネスは顧客のニーズを満たすことであり、商品やサービスが中心ではなく顧客を獲得するため

のある意味ツールにしかすぎないということです。 
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●起業期のチェックポイント！ 

 

“人々や社会が抱える大きな課題を解決しているか？” 

 

① どのような課題を解決しているのか？ 

（既に顕在化している問題かそれともそれ以外か） 

 

② 具体的に解決されている人々の課題とは？ 

（その解決方法を通してどのように人々の行動に変化があったか？） 

 

③ その課題の規模はどの位の大きさか？ 

（特定の人や企業、地域の課題なのか、それとも世界中の人の課題なのか？） 

 

④ その課題解決の延長線上に、さらに他の大きな課題解決があるか？ 

（その課題を解決した後にさらなる進化や成長が見込めるか？） 

 

例えば 

 

① 世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること 

② 調べたいことやわからないことがあった時に検索することで疑問を解決できる 

③ 世界規模 

④ Gmail や Google Map など情報を整理して課題解決を行っている 

 

起業家のあなたは？ 

①  

②  

③  

④  
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●成功するアイディアの６原則 

 

成功するアイディアは SUCCES s ①単純明快（Simple）②意外性がある（Unexpected）③具

体的である（Concrete）④信頼性がある（Credible）⑤感情に訴える（Emotional）⑥物語性

がある（Story）この６つのポイントで考えると良いです。 

また、序章の第１項 自分資産（能力/内側）の棚卸チェック（16p）と組み合わせることで起業アイディアが

磨かれるのでトライしてみてください。 

起業アイディアの評価 

 

 
今、お考えの起業アイディアを成功する 6原則に３段階評価くらいでポイントを打ちバランスを見て何が不足なのか

をチエックして見てください。 

出典：アイディアのちから チップ・ハーズ/ダン・ハース著 
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●起業アイディアとは？ 

 
 

起業のアイディアは既存要素の組み合わせ以外何ものでもない！ジェームズ・W・ヤングはアイディ

アのつくり方の本で述べています。 

つまり、あなたの棚卸した資産と世の中で成功している事業のアイディアを掛け合わせることで素

晴らしいアイディアは生まれるということです。多くの成功モデルは他業界の再配置を行うことで成功し

ています。 

Q1.あなたの棚卸し資産は？ 

 

 

Q2.世の中の成功モデルは？ 

 

 

Q1×Q2 で出来たあなたの事業アイディアは？ 
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●起業期の収益曲線は（ジエットコースター） 

  
 

起業期はある意味ジエットコースターの曲線を描きます。 

この時期に資金調達をするのに多くの起業家は苦労します。自己資本、エンジェル、身内、公的

資金、銀行、ベンチャーキャピタル等いずれにしても事業計画を立てプレゼンすることになりますが

100%成功する訳ではありません。 

私がお薦めする起業期の重要なポイントは、先ず資金を調達するという労力に時間を費やすので

はなく、いかに小さな資本（自己資金等）で顧客を獲得するのか！ここに時間と資源を費やすこ

とが成功の鍵であると思います。 

まずは最低数の顧客を獲得し顧客のニーズを組み込みながら商品やサービスを完成させていく。

そんなプロセスを踏む事でジェットコースター曲線を緩やかにしキャシュフローの安定を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/takaumada/before-startup-pitching-and-fundraising 抜粋 

http://www.slideshare.net/takaumada/before-startup-pitching-and-fundraising
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●金融関係者から見る起業期（創業期）計画のポイント！ 

 

“起業期（創業期）ステージのポイント” 

 

①Market：マーケットサイズは大きいか？ 

  →小さな市・町・村、県内レベル？それとも日本国内、世界規模か？ 

 

②Problem：どういった課題を解決するのか？ 

   →ペルソナ/顧客・どのような社会の課題を解決するのか？ 

 

③Product/Solution：どうやって課題を解決するのか？ 

   →課題の解決方法は？ 

 

④Type：ビジネスモデル、どこから収益を見込んでいるのか？ 

   →ビジネスモデル、キャシュポイントは明確か？ 

  

創業計画書で公的資金などの調達では①～④項目をしっかり描いていれば比較的多くの時間を

費やすことなく融資や資金は獲得できます。あなたの近くの自治体や商工会議所などの主催する創

業塾などもありますので問い合わせて勉強してみると良いです。 

 

Q1.あなたの①Marketは？ 

 

Q2.あなたの②Problemは？  

 

Q3.あなたの③Product/Solution ？ 

 

Q4.あなたの④Type は？ 

 

 

 



 

30 

Copyright©2016-2020 dream Monday family ALL RIGHTS RESERVED   

●市場規模を調べる方法 

 

 
 

便利になりました。簡単に市場規模を調べることが可能です。 

以下のサイトにアクセスしてあなたの参入するマーケットサイズを調べることが可能です。 

http://visualizing.info/ 

http://visualizing.info/cr/mst/ 

 

メモ 
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●第３章 シニアライフシフト・起業家の成功のカギは「課題発見力＆タイミング」 

 

スタートアップに必要なのは、まず「課題発見能力」 

課題解決は、課題の発見があってこそ成り立ちます。まだ解決されていない、社会や企業、顧客の

大きな課題を見つけることが、ソリューション/プロダクトを作っていく上で最初のステップになります。 

言い換えると、事業アイディアはその課題を発見し解決するものと言えます。 

 

そして課題発見には、それをなし得るだけの「素地」があります。 

これまでの痛みのある経験や興味がある分野など自分が解決したいと思えることそれが重要で 

す。 

課題先進国とも言われる日本には、巨大かつ特殊な課題が溢れています。そうした課題の解決 

は、日本が世界にリードできる領域でもあります。 

超高齢化社会、少子化、ワークバランス、環境、エネルギー…etc 

 
 

社会が抱える課題を発見し、あなたの得意分野から起業アイディアの芽を産みだして見てください。 

 

Q1.社会的課題をピックアップ（14p 未来年表、32p社会課題の 13分野を参考に身近なところから） 
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●社会的課題の１３分野（参考） 

① 自然環境問題 

自然破壊、ヒートアイランド、ゴミ問題、放射能問題、生物多様性、地球温暖化、気候変動、異常気象、CO2排

出 

② 教育問題 

待機児童、学級崩壊、途上国女子教育、識字率問題、ニート問題、子育て・育児 

③ 文化継承問題 

文化財保護、スポーツ支援、伝統文化継承、日本文化発信、後継者問題 

④ 経済問題 

所得格差、貧困、途上国支援、ブラック企業問題、密猟、タックスヘイブン、インフラ老朽化、雇用 

⑤ 倫理的な分野 

動物保護、フェアトレード（公正取引）、企業倫理、ブラック企業問題、コンプライアンス、安楽死、代理出産、自

殺、窃盗被害、腐敗防止、反競争的行為、コンプライアンス 

⑥ 人権問題 

虐待・暴力、ダイバーシティ、ハラスメント、マイノリティ、障がい者雇用、家庭内問題、片親支援、ホームレス支援、

売春・援助交際、人身売買、先住民保護 

⑦ 労働問題 

長時間労働、女性活躍推進、過労死、ワークライフバランス、女性リーダー育成、非正規雇用、児童労働、ワーキ

ングプア、労働安全衛生、メンタル 

⑧ 人口問題 

晩婚化、未婚化、高齢社会、人口増加、人口減少、移民受入れ、事業後継者問題、地域消滅 

⑨ 医療問題 

介護問題、老老介護、医療格差、セーフティネット問題、生活習慣病、薬物依存、公衆衛生 

⑩ 地域問題 

病児保育、被災地支援、ボランティア活動、公共政策 

⑪ 資源問題 

電力自由化、レアメタル、資源の枯渇、原子力、自然エネルギー、紛争鉱物、水問題 

⑫ 安全問題 

防災・減災、個人情報保護、低年齢犯罪、性犯罪、詐欺、自然災害、戦争、ネットセキュリティ 

⑬ 食料問題 

食の安全、食品廃棄、農業、食品偽装、異物混入問題 
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●すべてはタイミング 
“起業とは崖から飛び降りて、落ちるまでに飛行機を組み立てるようなものだ。” 

Reid Hoffman（Linkedin 創業者/シリコンバレーの「ヨーダー」） 

 
 

 まさに起業とはパラシュートを背負い崖から飛び降りる！そんなものかも知れません。 

 しかし、シニア起業家はこれまでの経験やノウハウ・人脈を活用することで限りなく失敗を回避するこ

とのできる知恵を有しています。大きな取り組みから始めるのではなく、小資本で大企業や競合との違

いを見出しビジネスの成功へと進んで行きます。 

 

全ての起業成功の鍵は飛び降りるタイミングです！ 

なぜ？数あるサービスや商品からあなたのものを選択しなければならないのか？ 

そのタイミングで選択した顧客はどのような状態になるのか？まさにそれは今のタイミングなのか？ 

Q1.あなたの起業するタイミングは？ 
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●第４章 シニアライフシフト・起業家の考えるべき重要なエネルギー管理は？ 

 

シニア起業家にとって一番重要なエネルギー管理は①肉体エネルギーの管理です。 

２０代、３０代、４０代と違い間違いなく肉体は衰えて行きます。 

① 食事：エネルギー摂取量はあなたの健康状態で異なります。日ごろから栄養士さん保健士

さんとの接点を持つことが重要です。自己管理には限界があるので専門家の意見や公的機

関の健診などはスケジュールに入れましょう。 

また、食事から身体に必要な vitamin などの摂取が困難な場合もありますのであなたにあっ

た健康食品なども取りいれるのも良いと思います。 

② 睡眠：７時間は取ることをお勧めします。 

仕事の質、日々の成果を明らかにし生産性を高め、週単位でエネルギー管理をすることをお

勧めします。GTD（デビッドアレン）米国のベストセラー作家のストレスフリーの整理術では週

単位で頭の中の考えを吐き出し整理整頓します。時間はすべての人に有限な通貨であり時

間を図（テーマを色）で把握することで全体観をつかみます。 

③ 運動：歩くのが一番 eco で良いです。１日 8000 歩は歩くことで生活習慣病をはじめかなり

のリスク軽減になると実証されています。筋トレも週一回はスケジュールに入れて筋肉の衰え

の軽減をしましょう。 
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●次に重要なものは③スピリチュアルなエネルギーです。 

 

“起業とは崖から飛び降りて、落ちるまでに飛行機を組み立てるようなものだ。” 

起業家は時折気持ちが落ち込みます。そんな時にこのスピリチュアルなエネルギーを日ごろから意識

することで逆境を乗り越えられます。 

 

起業家の取り組む課題の原点は（ビジョン→解決したらどのような姿や社会になるのか） 

“自分が解決しなければならない問題だと思えるかどうか？“ 

 

あなたのこれまでの人生の体験や経験などから痛み等を感じていて、絶対にやり遂げたい問題

だと心底思えるかどうか？何にインスパイアされてこの商品やサービスを作ったのか？ 

願わくばそれが個人的な問題の解決であることが望ましい。 

と Google の初期の投資家 Ron Conway（SV Angel Investor/Google の初期の投資家）は言って

います。 

 

また、次のスティーブジョブスであると言われている Elon Musk（CEO of Space XPayPal社の

前身である X.com社を 1999年に設立した人物）はWhat’s Your Goal ? 

大学時代に遡り彼は考えていたそうです。 

未来の世界や人類の将来に最も影響する問題は何だろうか？ 

そして持続可能な輸送手段と持続可能なエネルギー生成が極めて重要だろうと思ったのです。 

環境問題を別にして持続可能なエネルギー問題は私たちが今世紀中に解決しなければならない 

最大の社会的な課題と言えます。 

 

Q1.あなたはメンタル面を鍛える努力をしていますか？ 

 

Q2.あなたはモチベーションを維持するため何かを取り組んでいますか？ 
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●第５章 ビジネスモデルには型がある 

小資本で立ち上げるビジネスモデルは７種２２分類に体系化される。 

 

小資本で立ち上げるビジネスモデルの設計支援講座、コーチングを行っています。 

 

ビジネスモデル・デザイナー®とは、 

「市場が求めているのに競合が提供していない分野を発掘し、小資本で実現可能なビジネスモデルと

して設計すること」を職業とした専門家。 

 

Q1. あなたはビジネスモデルをデザインしていますか？ 
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●ビジネスモデルデザインの設計例 

 

① 顧客の課題を解決することを明確にしてビジネスモデルを作ります。 

② あなたのお考えのビジネスモデルをサービスの流れとお金の流れにわけ考えデザインします。 

③ あなた自身で出来ること、出来ないことを明確にし、どこから取り組むべきか判断します。 

④ またその取り組む個所が適切か？タイミングは今か？ここがポイントです。 

Q1.あなたの顧客の課題は明確ですか？ 

 

Q2.あなたの商品やサービスの流れはデザインできていますか？ 

 

Q3.あなた自身で出来ること、出来ないことは明確ですか？ 

 

Q4.取り組む個所やタイミングは今ですか？（今、はやい、遅い） 
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●ビジネスモデルを設計デザインするには「利き脳」を把握するほうが入りやすい！ 

 

 

今までに「左利きの人には才能豊かな人が多い」話聞いたことありますよね？ 

これは、左利きの人は右脳が発達している人が多く、直感的にモノを捉えるいわゆる“天才肌”です。

特に空間認識が必要とされるスポーツや、センスがものをいう芸術分野で才能を開花させることが多い

と言われています。 

●指の組み方には思考のインプットを司る後頭葉の働きがある。 

●腕の組み方には思考のアウトプットを司る前頭葉の働きがあらわれる。 

この２つの組み合わせを分析すれば、その人が物事を考えるときにどちらの脳を優位に使っているか、どのように物事

をとらえるタイプかということがわかるということです。 

“利き脳”というコトバの生みの親・坂野登教授による簡単なチェックテストでそれが解ります！ 

チエック Test① 

自然に指を組んでみてください。親指に注目すると、下にきているのは、右手・左手どっち？ 

チエック Test② 

今度は自然に腕を組んでみてください。下に来ているのは、右手・左手、どっち？ 

 

●親指→左下、腕→左下のあなたは「左さ脳」（論理的にとらえ、論理的に分析処理） 

●親指→右下、腕→右下のあなたは「右う脳」（直感的にとらえ、感覚的に処理） 

●親指→左下、腕→右下のあなたは「左う脳」（論理的に考えはじめるも、感覚で処理） 

●親指→右下、腕→左下のあなたは「右さ脳」（直感的にとらえたものを、論理的に分析して処理） 
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●ビジネスモデルの設計支援する講座を行っています。 

 

ビジネスモデルデザイン設計支援講座 

 

ステップ①：２級基礎講座（ビジネスモデル発想基礎講座） 

ステップ②：２級実践講座（ビジネスモデル発想実践講座） 

ステップ③：１級講座（ビジネスモデル発想・具体化講座） 

ステップ④：スペシャリスト講座（ビジネスモデル デザイナー認定講師を目指す方） 

ご興味のある方はこちらのメールでお問い合わせください。  info@inaizumi.net 

 

 

 

 

 

mailto:info@inaizumi.net
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●シニアライフデザイン構築支援サービス（90dayで構築） 

 

 

最終的には自分の人生のライフデザインをどのように考え、設計しそして人生を楽し

むかということになる。そのライフデザインを上記ステップで支援するのがシニアライフシフト

プログラムです。 

※サービスの問い合わせは info@inaizumi.net 

ライフシフトプログラムdreamシナリオ　　

時間

目

標

現在

将来

ライフシフトプログラ
ムとは何かを知る

①目的：

ライフシフトプログラムを通してシニア世代が人生１００

年時代のそれぞれの人生の輝きを掴み幸せになること

で超高齢化社会に貢献する。

②ペルソナの現状

子育てが終わり一息ついたところで定年後の「健康」「経済」の不安があり

特に年金だけでは望む暮らしができないのではと何か仕事をする

ことで経済不安を解消したいと考えている。

③ゴール

「健康不安」「経済不安」を解消し自分らしく生きる目標を立てその

目標に向かって歩み楽しむ。

人生の最終課題「受容」か「絶望」の受容を獲得することができる。

ライフシフトプログラム

Step9

人生１００年時代の働き方改革とは何かを知る

QOL（quality of life）思考とは何かを知る

ライフシフトプログラムの内容を知り

自分の計画を立案することができる

得るもの：自分のQOL指標が解り自分のライフ

設計ができる。変化：定年後の漠然とした不安

が解消され人生の目標に向かって歩む始める

５名１チーム月１回

ライフシフトプログラム

オンライングループコンサル

９０day

ライフシフトプログラムの内容を知り

自分の計画を立案することができる

90day

ライフシフトプログラム

オンラインコンサル

個人９０day ３名

ライフシフトプログラムの内容を知り

自分の計画を立案することができる

90day

得るもの：自分のQOL指標が解り自分のライフ設計がで

きる。参加者とコラボレーションすることで事業アイディアや

夢が広がる

変化：不安が解消され人生の目標に向かって歩む始める

得るもの：自分のQOL指標が解り自分のライフ設

計ができる。詳細なQOLが解りしっかり目標に向か

って進むことができる。変化：不安が解消され人生

の目標に向かって歩む始める

ライフシフトシニアコミニュティ大学

沖縄カレッジ

得るもの：QOLを高めるためのコンテンツ閲覧ができる。

ZOOM交流会の定期開催（１回～２回/月）講師を招聘し４０分の講和に質疑応答など

健康・・・食・運動・メンタル

社会性・・・コミュニティツアーetc

経済性・・・ライフシフト成功例紹介、ビジネスマッチング

変化：シニア世代のコミニュティ仲間が全国にでき情報交流やツアーなどにより楽しみが増える

mailto:info@inaizumi.net
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●第６章 シニアライフシフト・起業家（社長は）マーケッターであれ！ 

起業家のやるべきはマーケティングです。 

僕が所属するシェア・ブレイン・ビジネス・スクールの代表中山匡が出版した 

「失敗をゼロにする起業のバイブル」では失敗をゼロにする方程式があります。 

 

「勝てるマーケットを選ぶ」×「自分の強い事業フォーマット」で勝負する。 

その結果、競合ゼロの差別化されたビジネスモデルを創ることができる。 

 

すなわち「あなたの仕事は再現性のある方程式でマーケティングを行う」んです。 

勝てるマーケットを見つけ出し、自分の強みを発揮できるビジネスモデルで起業することです。 

 

このマーケットで勝てるのか？このマーケットは成長するのか？どのようなタイミングなのか？ 

シンプルですが、ここをしっかり行うことが重要です。 

 

ビジネスは既存の顧客に繰り返し商品やサービスを購入頂くことで成り立ちます。 

顧客が望んでいる姿を掴み、そのゴールに向かって、ステップアップして商品、サービスを提供して行くこ

とです。フロントエンド（入り口商品）～バックエンド（高額商品）までを段階に応じて提供したりあ

るいはオファーしたりします。 

 

成功している人だけの共通点は 

「レバレッジ」最小から最大を得る。自分が生み出す「レバレッジの量で成功が決まる」 

レバレッジできそうなものは何でも使って可能性を引き出して見てください。 
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●第７章 デジタルコンテンツ・マーケティングシステム  

 

勝てるマーケットを見つけたら、顧客を想定します。想定した顧客をブログや Facebook あるいは

見込み客がいそうなセミナーへ参加したり、広告を出して見込み客を集めます。 

集めた見込み客へ入り口商品を販売し、そして顧客が求めるゴールへ導いて行きます。 

顧客の求めるゴールに向かって商品やサービスをラインアップして最終的には生涯顧客としてファンにな

って頂くようにします。 

 

（アイスブレイク）ひと休み…！ 忘れないうちにノートを振り返り見てね 

知識や学んだことは実践により反復学習・PDCA（計画/実行/確認・修正/行動）を回しましょう。 
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●第８章 ストレス Free の週報の考え方 

週単位でのエネルギー管理 week in Review（週報） 

 

日報は一番成果が上がるツールですが毎日書くのは大変です！ 

書かなきゃというストレスを感じるより １週間単位で考える QOL 週報をお勧めします。 

　

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 項目

歩数

体重

血圧
チェック 期限

チェック

●今週の目標

●今週の成果

①企画 ②営業 ③学習 ④運動 ⑤家族 ⑥食事

　　　　　　　　/　　　　/　　　

○時間があったらやりたいこと

●励まし・自分へのエール メモ

●上手くいったこと・感謝

●上手くいかなかったこと・反省 改善策

20:00

16:00

17:00

0:00

6:00

23:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

21:00

22:00

14:00

15:00

7:00

8:00

18:00

19:00

QOL値

/8000歩

○やるべきリスト

週 報 （Week in Review）

心ワクワクする宣言： 今週の目標：

年 月 日 ～ 年 月 日

インパクト：☆☆☆☆☆ やるべきリストの優先順位は

時 間 ：☆☆☆☆☆ 成果＝インパク高く、時間少ないこと！
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●第９章 起業を成功させる失敗をしない方程で考えよう！ 

 

この方程式を実践しながら小さな資本で起業する。 

そして仮説をたて PDCA（Plan/Do/Check/Action）であるべき姿へ調整をしていきます。 

勝てるマーケットを探す！自分の強みを活かせる事業フォーマット！で挑む。 

迷ったらここに立ち返り考えましょう。 

また、そもそも起業アイディアが無い！何をして良いのか解らない？そんな方でも安心してください。 

起業アイディアを産みだすことが可能です。ZOOM オンラインによる無料 30 分相談を致します。 

ご興味のある方は info@dreammondayfaimly.com までご連絡くださいませ。 

 

メモ 

 

 

 

 

 

起業アイディ

アを検索 

ビジネスモデル

の型を選ぶ 

オリジナルの起

業モデル立案 

mailto:info@dreammondayfaimly.com
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●第１０章 プレゼンの科学について 

最後にお伝えしたいのがプレゼンの科学です。 

どんなに良いアイディアを持っていても伝わらないと何にも進みません。 

実はプレゼンにも法則があります、その秘密をお伝えします。 

プレゼンにおいて大切なことは３つ 

① 対象者が誰であるか？ 

② その対象者の審査基準は何か？ 

③ ８０％は手ぶり視覚です、繰り返しポイントを伝えボディランゲージを心がけまし

ょう。２０％は①②最重要なポイントです（２０：８０法則） 

この３つを明確になることで相手の Yes という材料を１００％揃えることになりプレゼ

ンを成功へと導きます。 

●協会ビジネスの審査基準の例は 

□協会理念は明快か？ 

□協会の目的、目標は明確か？ 

□社会に貢献する仕組みか？ 

□収益モデルが構築されているか？ 

□認定講師を活躍させる仕組みが出来ているか？ 

□実績としての数字を示せるか？ 

□協会の知名度、普及活動に積極的か？ 
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●あなたのビジネスの対象者の審査基準作成ワークシート 

 

あなたの                ビジネスの審査基準 

① 対象者は                  

② 審査基準                  

□このビジネスを何のために行うか？理念は明快か？ 

□ビジネスの目的、目標は明確か？ 

□社会に貢献（課題を解決）する仕組みはあるか？ 

□収益モデルが構築されているか？ 

□実績としての数字を示せるか？ 

 

※起業時のチェックポイントと合わせながら審査基準を深めてください。 

※次に大切なことは対象者に直接聞いて修正を加えて磨きをかけます。 

 

最後に、出会ったあなたへのメッセージ  Say !  Yes ！ 

 

是非、挑戦し自己実現の探求と人生を楽しみ「あなた」を輝かせてください！ 

チャレンジする過程こそが人生を楽しむことではないでしょうか。。。 
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巻末（おまけ） 

そして最後に伝えたい最初の行動は以下になります。 

あなたが起業を成功させるために一番重要な第一歩は「あなたの考え方」そのものです。 

 

最も重要な マインドセットの話 

 

① 人の行動はすべて考え方が支配しています。 

行動しなければ何の結果も、失敗も成功もないわけです。 

だしたい結果を発生させる行動は「あなたの」考え方によって変化します。 

② 結果は考え方が支配してるということです。 

③ 望む結果を出してる人、その人の根本的な考え方と同じようすれば結果は誰でもだせます。 

 

さて、シニア起業家として未来を選ぶ最初の一歩は次のことを理解することです。 

 

「人の行動は全て考え方が支配している」 

「行動が変われば未来は変わります」 

「考え方（マインドセット）が行動を決めます」 

「望む結果は考え方（マインドセット）次第」 

「結果を選ぶことができる、未来を選ぶことができる」 

 

あなたが起業家として目標を達成するように考え方（マインドセット）を整えていけば夢（望む姿）

は現実になります。 

 

だから最初の一歩は「マインドセット」 

あらゆること、健康維持でもビジネス（お金を稼ぐ）でも望む結果を出すには「マインドセット」です。 

 

マインドセット（考え方）とは経験、体験、教育、先入観などから作られる思考様式や心理状態で

す。暗黙の了解や思い込み（パラダイム）、信念、価値観などが含まれます。 
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なぜ「マインドセット」が重要か 

 

いくらノウハウ（やり方）を学んでもマインドセットが伴っていなければ結果はだせません。 

 

例えば 

同じ本を読んでも同じセミナーに参加しても結果が違うということを考えれば解るように同じ結果になる

人はなかなかいないのが事実です。 

 

結果の差の原因は何でしょうか？ 

① 具体的な行動をしない 

② 継続できない 

③ 言い訳ばかり 

④ その他出来ないわけばかり。。。 

 

どのようにすればマインドセットが身につくのだろうか？ 

 

① 目標を定め認識すること（達成しなければならないこと） 

② 目標を達成した後の将来像（イメージや数字・言葉で）を設定 

14p 自分未来図作成し次々になりたい姿を楽しんでください。 

この２つをシンプルに行ってください。 

 

シニア起業家の成功ステップ！ 

 

① 正しい「考え方」「心がまえ」のマインドセットを持つこと 

② その後になりたい自分の姿を達成するためのスキル（やり方）を学ぶ 

③ そして行動する！行動に移す！成果を楽しみながら次なるステージ（目標）へ！ 

 

そして、ひとりでは続かないですね！だから仲間をつくり、コーチやメンターをつくり 

励ましあい！シェアしあい！良い意味で達成する喜びを感じて！あなたの人生を楽しむことそれが到

達する姿ではないでしょうか。。。 
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自分の役割と働きかた傾向チェック 

 

当てはまると思うものをチェックしてください 

Q：人生におけるこれからの役割 

 

Q：職務能力に関する自信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 1-11 ボランティア活動をしたい 

☐ 1-12 町内会などの地域に貢献する活動をしたい 

☐ 1-13 仕事を通じて社会の役に立ちたい 

☐ 1-14 親孝行したい 

☐ 1-15 自分の親の面倒を見たい 

☐ 2-01 ひとを喜ばせること 

☐ 2-02 ひとと上手にコミュニケーションをとること 

☐ 2-03 人間関係を良好に保つこと 

☐ 2-04 チームワークを保つこと 

☐ 2-05 人前で話をすること 

☐ 2-06 ひとに影響をあたえること 

☐ 2-07 体をスムースに動かすこと 

☐ 2-08 新しい仕事に挑戦すること 

☐ 2-09 目標に向かって努力すること 

☐ 2-10 手先を器用に動かすこと 

 

 

 

 

☐ 2-11 体力があること 

☐ 2-12 パスコンなどの OA危機器を使いこなすこと 

☐ 2-13 文章を作成すること 

☐ 2-14 数字をあつかうこと 

☐ 2-15 後輩に仕事を教えること 

☐ 2-16 適切な指示をだすこと 
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Q：次の仕事に求める条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-01～1-05 のチエック数は         ポイント（ /５ポイント） 

1-01～1-05 のチエック数は         ポイント（ /５ポイント） 

1-06～1-09 のチエック数は         ポイント（ /４ポイント） 

1-10～1-13 のチエック数は         ポイント（ /４ポイント） 

1-14～1-15 のチエック数は         ポイント（ /２ポイント） 

2-01～2-06 のチエック数は         ポイント（ /６ポイント） 

2-07～2-11 のチエック数は         ポイント（ /４ポイント） 

2-12～2-14 のチエック数は         ポイント（ /３ポイント） 

2-15～2-16 のチエック数は         ポイント（ /２ポイント） 

3-01～3-07 のチエック数は         ポイント（ /７ポイント） 

3-08～3-15 のチエック数は         ポイント（ /８ポイント） 

3-16～3-19 のチエック数は         ポイント（ /４ポイント） 

 

☐ 3-01 世の中の役に立つ仕事であること 

☐ 3-02 社会に貢献できる仕事であること 

☐ 3-03 人に喜んでもらえるような仕事であること 

☐ 3-04 職場の人間関係が良いこと 

☐ 3-05 新しいことが学べる仕事であること 

☐ 3-06 健康維持に役立つような仕事であること 

☐ 3-07 仕事以外の私生活との両立が可能なこと 

☐ 3-08 経済的に安定した収入を得ること 

☐ 3-09 人を管理する立場の仕事であること 

☐ 3-10 リーダーとしてみんなをまとめる仕事であること 

☐ 3-11 世間で名のしれた企業で働くこと 

☐ 3-12 できる限りたくさんの収入を得ること 

☐ 3-13 自分の専門性を発揮できる仕事であること 

☐ 3-14 今までの経験を活かす仕事であること 

☐ 3-15 長く務められること 

☐ 3-16 休日が多いこと 

☐ 3-17 気楽な仕事であること 

☐ 3-18 短時間勤務であること 

☐ 3-19 責任が重くないこと 
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自分役割と働き方傾向チェック 

 

 

 
 

 

自分役割の評価 


