


■ はじめに

2020年 12月末で、傾聴力について書

いてきた『セッション』メルマガは終了し

ます。2021年 1月からは、2008年にリ

リースし、大反響をいただいたダウンロー

ド冊子『かないずむ』のリメイク版を配信

する予定です！ 読者の皆さんも毎週メン

ターからメールが届く気分で、新しいメル

マガを読んでいただけるのではないかと思

います！ そのために執筆活動の応援をよ

ろしくお願いします。創作活動の裏側もご

覧いただけます。Become a patron!

さっそく、12/31の『セッション』メ

ルマガ最終回で、『かないずむ』号の試運

転を行いました。2008年の原本と添削し

た2021年版を掲載しています。

我ながら、文書がおかしくて編集するの

が大変でしたが！(笑) こんな感じで、新

創刊のまぐまぐメルマガのほうでは、創作



活動の裏側ものぞけるように公開していく

予定です！

本冊子は試運転のため、まずは最初の

2000文字を添削したものです。1/7 の新

創刊では、さらに編集を加える予定です。

まずは、どんな感じになったでしょうか！

堀口ひとみ



『かないずむ 2008』

サラリーマン時代の私は、将来の夢なん

て全く考えていなかった。月々の給料がい

くら上がるか？ そのためにどのような仕

事をしていくか？ それだけを考える毎日。

でも、その思考を変えるきっかけになっ

たのは、2003 年、知人がくれた、本田健

さんの『幸せな小金持ちの小冊子』だった。

私はこれで、「好きなことを仕事にするこ

とが出来る」ことを初めて知ることになる。

自分にも、可能性があるのかもしれな

い・・・・と。ちょっとだけ思ったのだが、

いや、どうなんだろう？と半信半疑であっ

た。

しかし、私の考え方を根底から覆してく

れるような人たちが、そのころからどんど

ん現れはじめた。もしかすると、現れてほ

しい・・・と心底思っていたからかもしれ

ない。



私自身、人生で成功している人と知り合

いになりたい！と思ったきかっけは、失恋。

失恋して初めて気づいたのだが、私はなん

と、依存的な考えをしているんだろ

う・・・と。相手が忙しくて会えないこと

が、悲しくて仕方のない人間であった。失

恋して、一人になって、初めて自分が悲し

い理由に気づくことができた。相手の出方

によって、一喜一憂していたのは、自分軸

がないからだと。私は、考え方が自立しな

いといけないと思った。そうしないと、他

人に振り回される人生になってしまう。

そんな依存的な自分を断ち切りたくて、

「自立した人間になってやる！」と、体育

会系ではあったが＇笑（、29 歳ころから、

成功哲学系の本をたくさん読み始めた。

結構こどものころから、「脳内革命」と

いう本に影響を受けて、右脳を鍛えたりし

ていたので、自分自身、もうやっている。

ということもたくさんあったのだ。



そしてもうひとつ、自分として成長しな

くてはいけないな。と感じたことは、アパ

レル店長 2 年目で、渋谷のお店に配属さ

れて、1 年経っても、ＳＡＬＥＳを上げる

ことができなかったことだ。

社長に呼び出されて、「マクドナルドの

ことは、忘れてください。」と言われたの

が、痛かった・・・・・。その晩はずっと

泣いた。あまりにも泣いていたが、知り合

いに相談したらスッキリし、私が次にどの

ステージに行かなくてはいけないのか？が

明確になった。

社長が、何を言いたかったのかというと、

もうマネジメントは出来る仕事。店長の仕

事は、マネジメントだけではないんだよ。

ということを、私に伝えたかったに違いな

い。私は転職してから、マクドナルドでの

マネジメントスキルは、ちゃんと生かして

いたのだが、それ以上に売上を上げる。と

いうことについて、本当はまったくのとこ



ろ何をやっていいのか？わからずに、悩ん

でいた。

私は、新しいことを学ばなくてはいけな

い。新しいことを学ぶことこそ、成長につ

ながるんだ。そう思った。それが、私を駆

り立てたもうひとつの理由だった。

「失恋×仕事で結果がだせていない＝い

けていない自分」を認めざるを得なかった

自分は、もっと上を見ていかなくてはなら

ないと思い、日々無駄にせず、成長を意識

して過ごしながら、何からでも勉強するこ

とを心に誓った。2004 年 7 月 渋谷店

のセールスアクションのために、会社に内

緒でブログをはじめてみることにした。

このアイディアが出てきたのは、知人の

コンサルタントの人に、セールスをどう上

げるのかを相談していた時に言われた言葉

から、ブレイクスルーが起きたのだ。

私は、給料を月 5 万円上げるには、何

をしたらいいのか？ということを考えてい

たのだが、その知人に言われた質問は、



「給料100 万円上がるとしたら、何がで

きる？」だった。私は本当に、この質問の

おかげで打ち上げ花火が上がったように感

じた！

そして、ブログを書き始めて困った事と

いえば、ネタであったので、2004 年 9

月から、ブログネタ集め帳として、「気づ

きノート」という題名で、とにかく何でも

直感とか、学んだこととかをノートに書き

記していった。

ブログを始めて 3 か月目。全店店長会

議で、ベテラン店長に、「渋谷店は、いい

立地にあるのにセールスがわるいなんて

…」と、きつい一言を食らった・・・・。

でも、私は諦めなかった。とても悔しかっ

た。やることをやり始めたばかりだったか

ら、今に見ておけ！ と思った。

かつて渋谷店の店長をしていたことのあ

る、名古屋の店長は、渋谷の難しさを理解

してくれて、私に「堀口さん、やることや



っているから、絶対に渋谷セールス上がる

と思う。」と熱く言ってくれた。私は、そ

の言葉と自分を信じて、顧実管理の徹底と、

ブログを継続することができた。

そしてついに、ブログを始めて半年経っ

た 2005 年 1 月から、前年月対比＋

1000 万円という成果が出始めた。テナン

トのマークシティからも 3 か月連続で、

前年月対比 1 位の店舗ということで、表

彰された。2月は、さらにすごいことにな

り、1400 万円もアップしてしまった。セ

ールスが上がるのが分かっていたので、余

裕で冬休みをとって、ＮＹへ旅行まで行っ

てしまったほどだ。

そして、そのあたりから何となくだが、

いつか独立するぞ！という思いが、芽生え

始めた。このまま会社内で勤めていること

が、全く未来予想図として、想像ができな

かったのである。

そして、3 月。私は 30 歳になった。



『かないずむ 2021』

サラリーマン時代の私は、将来の「夢」

なんてまったく考えたことがなかった。

そんな自分を変えるきっかけになったの

は、2003 年に知人がくれた本田健さんの

小冊子、『幸せな小金持ち』だった。好き

なことを仕事にする働き方が存在すること

について、はじめて知ったのだ。食べるた

めに仕事をしていた私にとって、すぐには

信じがたい価値観だった。

どういうわけか、この日を境に私の考え

方を根底から覆してくれるような人たちが、

現れはじめた。そう心底願っていたからか

もしれない。

人生で成功している人と知り合いになり

たいと思ったきっかっけは、失恋。相手が

忙しくて会えないことが、寂しくて仕方が



なかった。相手の出方によって一喜一憂し

ていたのは、自分軸がないからだと。私は

なんて依存的な人間なんだろう。自立しな

いといけない。そうしないと、他人に振り

回される人生になってしまう。

そんな依存的な自分を断ち切りたくて、

「自立した人間になってやる！」と決意し、

マクドナルドのマニュアルしか読んでいな

かった私が、成功哲学系や自己啓発書を読

み漁りはじめた。実は、中学 2年生のころ

『脳内革命』という本にインスパイアされ、

左手でボールを投げたり、自動販売機に左

手でコインを入れたりして右脳を鍛えてい

た。だからすでにやっていることもいくつ

かあり、不思議な感じもした。

仕事の悩みも深かった。アパレル店長 2

年目に渋谷店に配属され、1 年経過しても

セールスは横這い。社長に呼び出されて、

「マクドナルドのことは、忘れてくださ



い」と、自分を全否定されたような痛恨の

一言を食らった。涙を流しながら、経営者

の知人に電話をかけた。

私は、過去のマネジメントの成功体験を

アパレルの職場で生かそうと努力はしてい

たが、新しいセールスアクションについて

は、何もできていなかったのだ。つまり、

「新しいことを学ぶことが、成長につなが

るのだ」と気づいた。

知人の解説で、社長が伝えたかったこと

が理解できて、すっきりしたのと同時に、

全く結果を出せていない自分について、認

めざるを得なかった。過去の成功体験にこ

だわっていたことが、未来を見えなくして

いたのだ。毎日をムダにせず、成長を意識

し、何からでも学ぶことを心に誓った。

2004 年 7 月、渋谷店の戦略として、

会社に内緒でブログを開設した。このアイ

デアを思いつくきっかけになったのは、知

人のコンサルタントが投げかけた、私の頭



をぶち抜くような質問だった。

私は「給料を月 5 万円上げるには、何

をしたらいいのか？」という問いをつぶや

いていたが、その知人はその問にジャッジ

を下す代わりに、質問で返してきたのだ。

「給料月100 万円もらえる店長だったら、

何ができる？」

この質問に無限の可能性を感じた！

「お店のホームページを独自で作りたいで

す」

「じゃあ、作ったら？」

「どうやったらいいんですか？」

「ホームページビルダーを買えばできる

よ」



翌日にビックカメラへ行き、1万円のホ

ームページビルダーを購入。あとから稟議

書を上げようと思うが、もちろん自腹だ。

はじめてのホームページビルダーにしては、

無我夢中で作成し、5日間でホームページ

の骨組みができた！ 出来上がって気づい

たのは、どう作ったのか思い出せないこと

だった。

その後ホームページは、諸事情により中

止せざるを得なくなり、2004年 7月から

ブログに移行。毎日のブログネタ準備とし

て、2004 年 9 月、「気づきノート」と

いう題名で、白紙のA6のノートを用意し

た。直感やアイデア、学んだことなど、ど

んどん書き記していった。

ブログをはじめてから 3 か月目。本部

での店長会議の席で、ベテラン店長に名指



しで言われた。「渋谷店は、いい立地にあ

るのにセールスが悪いなんて…」と。会社

に内緒で、独自の戦略をしかけはじめたば

かりなのに…。反論したい言葉をぐっと飲

みこみ、自分の中で、今に見ておけ！ と

つぶやいた。

そんなとき、応援者が出てくるものだ。

以前、渋谷店の店長だった名古屋の店長は、

渋谷の難しさに理解を示し、「堀口さん、

やることやっているから、必ず渋谷店セー

ルス上がると思う」と熱く伝えてくれた。

私はその言葉と自分を信じ、顧客管理の徹

底とブログの毎日投稿を継続していった。

ブログを開始して半年後の 2005 年 1

月、前年月対比＋1000 万円を達成。服が

売れないと言われる2月にもかかわらず、

さらに前年月対比＋1400 万円を達成！

余裕で冬休みを取得し、NYへ妹と旅行し

た。3月も引き続き好調。渋谷マークシテ

ィ全店舗の中で、前年月対比1位を3か月



連続で受賞した。

そのあたりからなんとなく、「いつか独

立するぞ！」という夢が芽生えた。このま

まサラリーマンをやっていることが、想像

できなくなっていたのだ。

そして2005年 3 月、私は 30 歳にな

った。



この続きは、毎週木曜日のまぐまぐメル

マガに綴っていきます！

新創刊の背景について、一人記者会見の様

子をご覧いただけます。

https://youtu.be/mEXXXnd0JHg

https://youtu.be/mEXXXnd0JHg


『連載小説』は、1/7 新創刊！

2020年 12月末で、傾聴力について書

いてきた『セッション』メルマガは終了し

ます。2021年 1月からは、2008年にリ

リースし、大反響をいただいたダウンロー

ド冊子『かないずむ』のリメイク版を配信

する予定です！ 読者の皆さんも毎週メン

ターからメールが届く気分で、新しいメル

マガを読んでいただけるのではないかと思

います！ そのために執筆活動の応援をよ

ろしくお願いします。創作活動の裏側もご

覧いただけます。Become a patron!

毎週木曜日『連載小説』が届きます！

登録は以下のリンクからできます。

https://www.mag2.com/m/0001686024

応援ありがとうございます！

https://www.mag2.com/m/0001686024

