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～家族と自由は両立できるの？～



なほのSTORY - 奇跡の12夜物語 - 

　まえがき 

これは私が2017年10月1日から12日間かけて書いたブログをまとめたものです。 

本文にも書いたように、誰のためでもなく、ただただわたし自身のために、わたし自身のこころ

の探索のために「なほのSTORY」と名付けて書いたものでした。 

その日記のようなものが、わたしの人生を大きく変えることになりました。 

想像もしないようなことが次から次へと起きはじめて、わたしの人生を大きく上昇させてくれま

した。 

わたしにとってまさに奇跡を起こした「なほのSTORY」。 

あなたにもなにか生きるヒントがみつかればと思い、シェアさせてもらうことにしました。 

ひとりでも多くの方が愛と人生の舵を取り、フリーライフを生きることができるようになること

をこころから願って。 

       2018年8月8日 

鶴賀奈穂乃 
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第1夜　2017年10月1日  

「『理想の人生』を一緒に探す旅にでませんか？」 

突然ですが、わたしって多分とてもワガママだと思います。 

小さい時から「こんな人生を生きたい！」という想いがいつでもその時々にとても強くあって、
それを手に入れるためにはまったく妥協を許さなかったという…。 

今、わたしにも4歳のこどもがいますが、娘がわたしみたいになったら、親としてはそれはもう大
変だろうな～と、今から戦々恐々です（苦笑）。 

というのは半分冗談、半分本気ですが（笑）、そんなわたしが2年半前にグアムから日本に帰国し
てから、これまでその時々でずっと強く持っていた「こんな人生を生きたい！」という想いが自
分でもなんなのかよくわからなくなってしまったんですよね…。 

それが今回湘南から等々力にお引越しすることになり、もう一度その姿を現し始めている感じが
するんです！それで、結婚11年が経ち、4歳の娘がいる41歳のわたしが抱く「こんな人生を生き
たい！」という夢のカタチを、ちゃんと自分で把握したいんです。 

わたしの『理想の人生探し』。 

このブログを書きながら、わたしの記憶をゆっくり深掘りしようと思います。 
わたしもこれから何が見えるのか、何に気がつけるのかとてもワクワク・ドキドキしています。 
これからわたしの『理想の人生』を探す旅にお付き合いしてもらえたらうれしいです！ 

＊＊＊　異様に「家族」に固執した幼少期　＊＊＊ 

わたしが小さい時から両親は共働きで、幼稚園生くらいのときは住み込みでこそないものの、ほ
とんどそれに近いようなお手伝いさんがいました。共働きとは言っても父の宝石商としてのビジ
ネスを母が手伝っていたという感じ。 

でもよくある、奥さんは経理を手伝う…というのではなく、今思うと父は数十万から数百万円の
お取引になる宝石のお客様のところに母を同行することで、心の支えを得ていたんじゃないかと
思います。 
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だからお客様のところに行くのが夜になると、わたしは2つ年下の妹とお手伝いさんと一緒に家で
お留守番をしなければいけなかったんですが、母が8時には帰ってくるからと言って家を出たのに、
8時を少しでも過ぎると、両親に何かあったんじゃないかと心配で心配で、いつもぴーぴー泣いて
いて、まだ3、4歳の妹に慰められるという…（苦笑）。 

父のビジネスがあまりうまく行っていないときはやっぱり家の中が険悪な雰囲気になることもあ
り、ある日起きたら母がいないんじゃないかと心配で、母のベッドサイドのテーブルに、私たちを
置いて行かないでね、とお手紙を書いておいたことも多々ありました。 
  　　 

＊＊＊　衝撃のフランスとの出会い　＊＊＊ 

わたしは小学校4年生のときに学校でフランス語を習い始めたんですね。フランス系の幼稚園から
大学まである学校だったので小学校から大学まで教えているフランス人の先生もいらっしゃって、
ご自分の家庭を動画撮影してフランス語の教材にしていたので、なんとなく小学校のときから「フ
ランスの家庭」を垣間見ることに。 

日本の英語の授業だと多分「ディス・イズ・ア・ペン」とかから英語を学び始めるんだと思いま
すが、わたしにとって記憶にある最初のフランス語のフレーズは… 

「これは（カフェオレ）ボウルです」 

フランス人の先生のお嬢様と息子さんがカフェオレボウルを持ってビデオに登場するんですが、
フランス人ってこんな風に大きなボウルにカフェオレや紅茶を入れて朝食にするのね～！って大
衝撃！ 

当時のわたしとあまり年の変わらないこどもたちがお母さんからカフェオレにする？紅茶にする？
なんて聞かれていたりして、それがすばらしくおしゃれでかっこよくて、そしてこどもでも一人前
に扱ってもらっている感じがして、心からいいな～と思ったんですよね。 
　 

父が母よりも11歳年上で、90歳近い祖母も同居していて、まさに日本の亭主関白な家庭で育った
わたしには、学校のフランス語の授業で毎日のように見る、あのフランスの家庭の雰囲気がとて
もおしゃれで、そして自由に思えて、わたしもできるだけ早く親元を離れて、あのすてきなフラン
スに行く！と若干10歳くらいで心に決めました。 

＊＊＊　何がなんでも、わたしは絶対にフランスに行く！固く心に誓っていた10代　＊＊＊ 
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わたしの学校は、当時は小学校から中学校に上がる時に第１外国語として学ぶ言語を英語かフラ
ンス語から選ぶことになっていましたが、わたしはもちろんフランス語を選びました！ 

多くのお友だち（むしろご父兄だったのかも）は、やっぱり大学受験を考えると、フランス語受
験は受験できる大学の数にかなり限りが出てしまうので英語を選択していました。でもわたしは
まったく迷うことなくフランス語。 

「人と同じことをしたくないから」フランス語を選んだのだとずっと思ってきたけれど、今思う
と、フランスは「わたしを厳しい両親の元から救い出してくれるヒーローかヒロイン」のように思っ
ていたのかもしれません。とにかくわたしは中学校でフランス語を選択するとすぐにフランスに
留学することを考えました。 

当然中学生が自力でフランスに留学はできないので、毎日のように両親に直訴！もう今考えると
本当に両親に脱帽なんだけど、週に3～4日はお夕食のあとに夜な夜な家族会議…。中学時代の約
半分の夜を、両親を説得するために使っていたのに、そんなに何を訴えていたのか今となっては
あまり覚えていません（苦笑）。 

でも父に言われたいくつかのフレーズ、特に、「日本人のくせに日本のこともろくに知らないで、
フランス語だけ話せるようになって何になる！」 という言葉には何度も納得しかけて（笑）、イ
ヤイヤそうじゃない～！！！ってあの手この手で父を説得しようとしていました。 

＊＊＊　わたしの『理想の人生』に家族はいらない！　＊＊＊ 

多分、世の中の大半の人たちの例に漏れず、わたしの両親も人生の荒波に翻弄されることが多く、
長女だったわたしはいつもそれを聞かされていました。41歳になって、わたしもいろいろな経験
をした今思えば、両親にとって「家族」って、荒れ狂う人生の嵐の中で、激流に飲み込まれてしま
うことがないように、唯一しがみついていられる杭のようなものだったのかもしれません。 

でも10代になったばかりの当時のわたしには両親のそんな気持ちなんて知る由もなく、わたしは
自由でいたいのに、わたしが自由でいようとすればするほどきつく縛り付けてくる両親が単純に
嫌でたまりませんでした。 

アメリカの寄宿学校が舞台になった小説を読み、親の監視から離れて夜中にそっとお友だちのお
部屋でパジャマパーティーをするハイスクール生活に憧れ、早く16歳になりたい！早くオトナに
なりたい！そして両親の元から飛び出したい！そう思い続けた中学時代。 

家族はわたしを牢獄に閉じ込める何物でもなく、わたしから自由を奪うもので、そんな不遇のわ
たしを白馬に乗ったフランスの王子さまがいつか助け出しに来てくれるのを信じて、それまで親
になんて言われようと絶対にくじけない！わたしはそう固く思い続けていたティーンエージャーで
した。 
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＊＊＊　「家族」がかけがえがない存在なんて、本当なの？　＊＊＊ 

わたしの一番最初の自己紹介でも「家族を大切にしながら自分の人生を生きる4歳の女の子のママ
で写真家」って言っているように、わたしにとって「家族」は、人生を通してすごく大きなキーファ
クター。 

でもわたしの中の「家族」の、一番最初で最も大きな印象は「わたしから自由を奪うもの」でし
た。心の底から「家族」を大切にしたいと思っているのに、ときどきものすごく「家族」から自
由になりたくなる。この41年間、密かにわたしの中にずっとあった想い。 

今日、こうして『理想の人生』を探す旅ということで小さい頃から思春期の始め頃までを思い返
してみて、とても大切なことに今気が付きました。 

どうにかして、「家族」と「自由」を両立できないか。 

どうやらわたしの『理想の人生』探しは、「家族」と「自由」の両立を求める旅になりそうです。

よかったら皆さんもぜひわたしと一緒にわたしの『理想の人生』探しの旅をたのしんでみてくだ
さい！ 

  
写真：“Homecoming（2010）”　ミクロネシア在住アーティストを対象にした 

隔年のアートコンテスト“Creative Hands 2011”の入賞作品のひとつ。 
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第2夜　2017年10月2日 

 「どうして両親が望む生き方を、わたしは望むことができないのだろう…」 

＊＊＊　『理想の人生』を探す旅に、あなたも一緒にでかけましょう！　＊＊＊ 

先週からわたしの心の角質がボロボロと剥がれてきて、この2年くらい『人生の目標』と思ってい
たものが、実は全然心から望んでいるものじゃなくて、どこからかふとわたしの心の中に入り込
んだものだった、なんてすごいことに気付いたり！なんだか人生とてもおもしろいことになって
います♥ 

それでふと思い立って、昨日から連載でわたしの『理想の人生』を探す旅に出ることにして、皆さ
んにもお付き合いいただいています。 

わたしと一緒に『理想の人生』を探す旅を疑似体験することで、あなたも人生の大発見ができた
り、『理想の人生』に向かって進む勢いがぐ～んと加速したらいいな～と思って、昨日からこの
連載を始めたところ、うれしいことに『理想の人生』を探す旅に出かけませんか？【なほの
STORY 第1夜】は人気記事ランキングで17位に！ 

あなたの『理想の人生』が、わたしと一緒に開かれますように…という想いをこめて、今日は生
まれて初めての海外、高校1年生の初短期留学を振り返ってみようかなと思います。 

さて今日はどんな気づきがあるのか、今からとてもワクワクです。 

＊＊＊　初めての海外留学！スイスはジュネーブに飛びます！　＊＊＊ 

心の底から「家族」を大切にしたいと思っているのに、ときどきものすごく「家族」から自由に
なりたくなる。そんなわたしは、中学校の時から夜な夜な家族会議で両親を説得し、とうとう高
校1年生の夏休みに、3週間のスイス留学に行かれることになりました！ 

夢にまで見た生まれて初めての海外。 
生まれて初めて親元を離れた暮らし。 

そんな夢のようなデスティネーションは、スイスの中でもフランス語圏のジュネーブにある
Collège du Léman International School。長期休暇でない時は、近くの国連にお勤めする両親
を持つこどもたちを中心に世界中のこどもたちが集まる寄宿学校で、夏休みの間は英語を学ぶこ
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どもたち200人、フランス語を学ぶこどもたち50人の合計250人が世界中から集まるサマーキャ
ンプでも有名な学校♡ 

日本からはわたしの同級生も含めて15人くらい。寄宿学校のお部屋は4人部屋で、先生たちが部
屋割りを決めるのですが、日本人は大体ふたりずつ一緒になるところ、わたしひとりだけイタリ
アやカナダの女の子と同室に。 

高校1年生とはいえ、英語を全く学んだことがないので英語が全然わからず、イタリア人の子が片
言のフランス語で話してくれて、それでなんとかコミュニケーションが取れる感じ。 

日本人はやっぱり文法に強いので、フランス語のクラス分けテストの結果がよくて一番上のクラス
に入ってしまったものの、同じクラスのイタリア人やスペイン人の子たちのフランス語の会話力は
雲泥の差で、もうほんとうに授業についていくのが必死…。 

日本の学校でフランス語はずっとトップクラスだったから（留学に出してもらうための両親との約
束だったから本当にがんばっていました！）、フランス語での初めての挫折…。 

でも生まれて初めての憧れの寄宿学校生活も、いろいろな国のこどもたちが食べられるようにバ
リエーション豊かな食堂でのビュッフェも、広大な敷地内の大きなサッカーフィールドに、大好き
なイタリア人の彼の応援に行くのも、屋根裏と呼ばれるお部屋のテレビで流れる生まれて初めて観
るMTVのプロモーションビデオや、それに合わせてみんなが肩を組みながら一緒に英語で歌う姿
も、木曜日の夜に毎週敷地内で開催されるディスコも、時々電車に乗ってジュネーブの街に出て、
SisleyやUnited Colors of Benettonを覗きお買い物したりすることも、ジュネーブでの生活のす
べてが、15歳のわたしには本当にバラ色でした。 

驚きと、発見と、ドキドキと、甘酸っぱい記憶…そのすべてが詰まっていた生まれて初めての海外
留学。日本に帰る前の最後の夜にイタリア人の彼にも告白され、空港へと向かうバスに乗る前に
は大号泣したわたし。 

ミラノに帰る彼のバスの方があとだったので、バスの外で手を降ってくれる彼の姿がバスに揺られ
ながらどんどん小さくなるのと同時に、わたしはまた、「家族」が待つ東京へと、窮屈で退屈な
毎日へと戻っていきました。 
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写真：高校１年生の春から文通を始めたフランス人で、 
同じ年で、お誕生日も近くて日本語を学んでいるSoizic（ソワジック）！ 

夏のジュネーブ滞在の時に、 
彼女と彼女のご両親とそのお友だちご夫妻、 

彼女の家にホームステイしていたスペイン人の女の子Christina（クリスティーナ）が 
ジュネーブまで遊びに来てくれて、初めて会ったときの写真。 

写真左がSoizic。おじさんを挟んで隣がChristina。そしてわたし。  
Soizicは今でもお付き合いしている大切なおともだち。 

＊＊＊　いつかフランスへ行かれる日を目指して、両親にモウレツに反抗する高校時代　＊＊＊　 

日本に戻った私は、必死で日本の学校を辞めてCollège du Léman International Schoolに正式
に留学したいと両親に何度も何度も直訴しました。 
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折しも一緒に留学した同級生のひとりと、もうひとり同じ歳の男の子が本当に日本の学校を辞め
てスイスのCollège du Léman International Schoolへ留学を決めたということもあり、両親が
なぜ許してくれないのか、当時のわたしには全く訳がわかりませんでした。 

せめて大学からは絶対にフランスに留学する！と、フランスの大学のことやフランスの生活につ
いての本を読み漁り、何度も広尾のフランス大使館に足を運び、近所の日仏学院に行ってはおしゃ
れなフランスの空気に浸り、ベルリッツやNOVAでもフランス語を学ばせてもらい、フランス語
をすばらしくすてきに操り、あの美しい街並みを歩く自分の姿を思い描いて、夢にどっぷりと浸っ
ていた高校時代。 

でも現実は、日本や日本文化が大好きで、外国語が大嫌いだった父の方針で、海外旅行にさえ行
かれない状態…。 

前日の夜にいつものように家族会議で号泣し、泣きはらした目で最悪に気分が悪かったある日の
朝、父がわたしを無理やり寝室から出して、どうしても連れていきたいところがあると言われて引っ
張って行かれたのが……早稲田大学の大隈重信氏の銅像の前…。 

そして言われたのが… 

「これを見てこの大学に入りたいと思わないか！」 

orz. orz. orz. orz.  orz. orz. orz. orz.  orz. orz. orz. orz.  orz. orz. orz. orz.  orz. orz. orz. 
          

もうね、入りたいと思うわけないんですよ（苦笑）！ 

早稲田大学を卒業しているのもあり、父はかなりの学歴主義者で、娘の大学は今の学校の付属の
女子大か御三家以外にあり得ないと考えていたひとではありましたが…。わたしはフランスに行
きたい！って、6年近く言い続けているのに、「早稲田大学に入りたいと思わないか！」って、私
からするとまだそんな戯言を言うのか～～～～(怒)！！！！っていう感じですよね。 

前夜に両親と大げんかして大泣きして腫れた目を、近くを歩いて行く学生たちに見られたくなくて、
一刻も早くあの場を立ち去りたいと思った記憶は今でもかなり鮮明に残っています（苦笑）。 

だから高校時代はわかりやすくグレはしなかったけれど、夜な夜なの家族会議に加え、両親に内
緒でこっそりピアスを開けたり、ディスコに行ったり（1回だけ！）、教会にプチ家出してみたり、
わたしなりのささやかな抵抗をいろいろとしていました。 
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＊＊＊　「どうして両親が望む生き方を、わたしは望むことができないんだろう…」　＊＊＊ 

でも何度も何度も、何年も何年も自問していたことがあるんです。 

「どうして両親が望む生き方を、わたしは望むことができないんだろう…」と。 

2つ年下の妹は、いつも両親の望むとおりに行動するので本当にいざこざや問題が起きなくて、夜
な夜な両親と家族会議をするのはわたしばかり…。 

家族会議を終えて、不発弾を抱えたままのような疲れきった気持ちで自分の部屋のドアを開ける
とき、隣りの固く閉じられた妹の部屋のドアの前で目から涙をポロポロこぼしながら、何度もこ
の問いを問いかけていました。 

「わたしが望む生き方が、もし両親が望むものと同じだったら、こんなに両親のこともわたし自
身も苦しめることなんてないのに…」 

世界で一番わかってほしいひとなのに、両親に、わたしが本当に望む生き方を受け入れてもらえ
ない。それはわたしの人生の中で、一番最初で最大の挫折というか、絶望だったのかもしれませ
ん。 

いつも家族皆で行動することを好んだ父のために、わが家では母や娘達だけで父を置いて旅行に
行くなんていうことは考えられもしないことだったし、自営業で帰宅がさほど遅くない父がお夕
食にいることは普通のこと。そしていつの間にか議論が白熱して、食後に家族会議が始まること
になる…。そんな毎日の繰り返し。 

小さい頃からわたしにとって「自由」の象徴だったフランス。 

両親に留学を認めてもらうためにフランス語の授業だけは絶対に優秀な成績を取り続けると決め、
のめり込めばのめり込むほど、「家族」にわかってもらえないというこころの重圧がのしかかっ
てくるパラドックス…。 

「自由」と「家族」の関係は、こうしてどうやらわたしの中で、どんどん複雑になっていったみた
いなんです…。 

いよいよ明日は、マダム・ボヘミアンとマダム・シックに出会った憧れのフランスでの生活を深掘
りしていきたいと思います！ 
明日もぜひ『理想の人生』を探す旅、一緒にお付き合いくださいね！！！ 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写真：夕方の湘南の海。この海の向こうに、いろいろな国の言葉を話す人たちが、それぞれの人生を送っている…。

iPhone7 Plusで撮影。 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第3夜　2017年10月3日  

 「パリで出会ったマダム・シックたち～自由は勝ち取るものなの？～」 

＊＊＊　記憶とこころの探検で、宝ものがザクザクみつかる！  
『理想の人生』を探す旅がやめられない！　＊＊＊ 

わたしはいかにも射手座らしく、とにかくいつも前しか見ていない！進むことしか考えていない！
くよくよする暇があったら前進する！そんな感じで40年近くを生きてきました。 

過去を振り返ったり、心の傷をじっくりと味わってみたり、そういうことはネガティブなひとが
すること、みたいに思っているところがあって、わたしの性に合わないと思ってきました。 

そんな暇があったら、手に入れたいもの、達成したいものを手に入れるためにどうしたらいいの
か考えるほうが、ずっと人生に有益だと思ってきたから。 

  
写真：日本の実家を飛び出す直前のわたし。家でも着物を普通に着る、チョ～日本人の父（笑）。 

誰しも、中学時代や高校時代、学生時代、20代、30代、40代…と、それぞれの時代を代表する
ようなすごく大きな出来事ってあるんじゃないかしら？そういうことって、ふとした時に思い出
されて、赤面したり…、古傷が傷んだり…、夢見心地になったり…。そんなことありませんか？ 
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わたしは今回『理想の人生』を探す旅で、その大きな記憶そのものというよりも、あえてそうい
う大きな記憶の周りを飛んでいる小惑星のような記憶を、丹念に調べて、感じてみることにした
ら、おもしろいくらいにこれまで気が付かなかった（または気がつかないふりをしていたか！）、
わたしが意識せずに自分の中に取り込んでしまったマインドに気がつけるようになりました。 

『理想の人生』を探す旅の連載を書きながら、時々自分を抱きしめて、ずっと癒やされたがって
いた自分をやさしくなでながら、もう大丈夫だからね…と言葉をかけるとものすごく心が軽くなっ
て、心のオリがデトックスされていくのを感じます。 

わたしとの『理想の人生』を探す旅の体験が、あなた自身の『理想の人生』を探す旅のきっかけ
や参考になったらうれしいなと、今日も第3夜、書いてみます！ 

さてさてどんな宝ものがみつかるのでしょう。 

今日はわたしの人生の中でもとても大きなできごと、フランスでの生活について探検してきたい
と思います！ 

＊＊＊　フランスで出会った愛すべきわたしのマダム・ボヘミアン　＊＊＊ 

わたしのフランス滞在は、大学1年生の夏に短期留学をさせてもらったときが初めてでした。 

大学のフランス人の先生の引率で、先生の故郷Annecy（アヌシー）の近く、Chambery（シャン
ベリー）というアルプスのすぐ近く、サヴォワ地方の町に3週間のホームステイと語学留学をして、
その後1週間のパリ旅行をしたんです！ 

書きながら思い出したけれど、ホームステイ先には2つか3つくらい年上の早稲田大学の男の子も
ステイしていて（ここでも早稲田～！！！理由が気になる方は第2夜を読んでみて！！！）、ホー
ムマザーとタカ（彼はこう呼ばれてた！）とみんなでAnnecy湖畔にランチに行ったな～。 

このホームマザー、Louise（ルイーズ）が、とにかくエキセントリックなひと！ 

mûres sauvages（野生のブラックベリー）のジャムを作ろう！と誘われたので、憧れのフラン
スで野生のベリーを摘んでジャム作りなんてすてき～、と思っていたら、おもむろにわたしを乗せ
て車で走り始め、なんと高速道路に車を路肩駐車！勢い良く車を降りるとルイーズはおもむろに真っ
黒い傘を広げ、 
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「なほのは背が高いから、この樹の枝を揺らしてちょうだい！わたしがベリーを傘で受け止める
わ！」 

と叫ぶんです…。 

え～と、ここ高速道路で、日本に比べると問題にならないくらい車の数も少ないけど、通り掛か
る車のフランス人たちもさすがに笑ってますけど…。でもここまで来たら腹をくくって…と、背
伸びをして野生のベリーを揺すっていると、やっぱり警察がやってきた orz。 

高速道路脇に生えるベリーは公共のものだから採っちゃダメとのこと。 

え、そこですか？という気もしたけれど、その時は注意だけで終わって帰ることに…（苦笑）。 

…と思ったら、ルイーズは片手で古いルノーを運転して、タバコをスパスパ吸いながら、まだまだ
探すわよ！と、助手席のわたしにウィンク…。 

そして住宅街に差し掛かると周りをキョロキョロしながら運転するルイーズ。急に車を停めると、
塀の外に出ている民家のベリーをみつけてウホウホしてる。 

もしや…と思っていると、やっぱり出てきた黒い傘…（苦笑）。 
もうまたみつかるんじゃないかとヒヤヒヤしながら樹を揺する背の高いわたし…。（たしかにね、
わたしはいつもルイーズから愛情をこめて"Ma Grande（わたしの大きな子）”と呼ばれていまし
た。 

たくさん採れて大興奮で帰宅したルイーズと、一緒に作った生まれて初めての野生のブラックベリー
のジャムの味は、この記事を書きながら、やっぱりわたしの記憶の奥底からふんわりと浮かび上
がってきます。 

他にも、ある日キッチンにいるルイーズに声をかけたら、何か丸くて大きいものを丸かじりしてい
るから何かと思ったら、うさぎのシチュー（！！）を作っていたルイーズが、うさぎの頭を丸かじ
りしていて、みつかった！という顔を一瞬したあと、「この目の周りが一番おいしいのよ～」と
かぶりつく！ 

その光景はさながら魔女のよう… 

本当に書き出すと止まらないくらい、ルイーズとの奇天烈な思い出はたくさん（笑）！ 
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「フランス人は10着しか服を持たない」の中で、作者ジェニファーの彼がホームステイしたマダ
ム・ボヘミアンがどんなだったかあまり詳しくは知らないのですが、ルイーズの家の周りにも実際
にジプシーたちが住んでいて、常識にとらわれず自由気ままに生きていたルイーズは、まさにわた
しのマダム・ボヘミアン。 

信仰心が強く、愛情深くて、お料理がとても上手だったルイーズ。 

彼女が手のひらの上で器用ににんにくを刻む姿は今でもよく覚えています。 

大家族皆がとても仲が良くて、毎週末、山の上にある娘の家にみんなが集まって、お庭で夕方の
気持ちいい風に吹かれながら、シンプルだけどおいしい手料理を食べて笑って。 

わたしが憧れていたフランスのイメージとはだいぶ違っていたけど、わたしが恋い焦がれていた「自
由」と「家族」のカタチを見た18歳の夏でした。 

＊＊＊　夢叶った、パリでのひとり暮らし / パリで出会ったマダム・シックたち　＊＊＊ 

中学1年生のときから始まった夜な夜な繰り広げられる家族会議。 

そしてとうとうわたしは両親の説得に成功し、大学の卒業式の10日後に、憧れのパリへと旅立つ
ことになりました♡ 

両親とは1年の留学という約束だったけれど、わたしは一生パリに住むつもりだったので、お部屋
中の荷物を事前にパリに送っていました（笑）。 

パリでのステイ先は、大学のお友だちが1年間滞在していたことのあるパリ16区という高級住宅
街の老夫婦のアパルトマン。3月下旬のパリはまだものすごく寒かったけれど、シャルル・ド・ゴー
ル空港から電車を乗り継ぎ、Passy（パッシー）というメトロの駅のほとんど目の前にある、とて
も大きな扉のアパルトマンの前に立つと、興奮してカラダがほてってくるのがわかりました。 

お部屋に通されると、何世紀もの時代を感じさせる壁のレリーフや大きなグランドピアノ。高い天
井の上まである白い木枠のフレンチ・ウィンドウの外には、石造りの建物やパリの石畳の風景。 

すべてがまさに“パリ”！！！ 

このお部屋から語学学校に通いながらパリの有名な通訳学校に入学するべく準備をするつもり。
さあ、これから憧れのパリ生活が始まる… 
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…と思いきや、このご夫婦のいろいろなルール（例えばお水を節約するために、トイレは流した
らすぐお水を止めるとか…）に耐えきれず、わたしは1ヶ月でこの家を出て、5区の小さな、でも
かわいいアパートで、とうとう生まれて初めてのひとり暮らしを始めました！ 

パリには唯ひとりだけ、大学時代に日本でフランス語の家庭教師をしてもらっていた3つ年上の男
の子Paul（ポール）を知っていました。ただ彼はその時ロンドンに住んでいたので、実質パリで
の知り合いはゼロ。 

でも春の復活祭のお休みに、ポールがフランスの実家に戻るからよかったら遊びに来ないかと誘っ
てくれて、Le Havre（ル・アーブル）というフランス北西部でセーヌ川の河口にあたる街に、お
友だちを誘って泊まりに行きました。 

ポールのご実家はパリ16区の老夫婦のアパルトマンほど荘厳な感じはしないものの、シャワールー
ムだけで意味なく30畳ほどあり（！）大きなお庭がある大きなおうち。 

ポールの兄妹や親戚たちが集まって、みんなで復活際のお祝いのお食事をするのですが、大きな
テーブルにクロスがかけられ、銀のスプーンにフォーク、白い布のナプキンにお母様の手作りのフ
ルコースが次々とサーブされていただくお食事。 

夜はみんなで復活祭のごミサに与り、一夜明けた翌日、お母様がランチの来客用のタルトを朝か
らキッチンで焼いているので、わたしもお手伝いしますと言ってタルトの作り方を教わっていると、

「ポールの髪は美しい栗色で、目は本当にきれいな青でしょう。わたしはそれを大切にしたいの」

おもむろにお母様にそう言われて、思わず手にしていたりんごを落としそうになるくらいびっくり
したんですよね！正直ポールの目が青いとかって全然気にしていなかったので、そうだったっけ？
という感じ（失礼！）。 

あとから聞くとポールのお母様は貴族の出身で、その血筋をすごく誇りに思っていたようなんです
ね。実際フランス人ってもともとラテン系なので、背はあまり高くなく、髪の色も濃い茶色で青
い目のひとも少ないんですよね。 

でも昔のフランスの王族たちはイギリスなどアングロ・サクソン系との婚姻を進めたので、まだ
階級社会的風土が根強いフランスでは、いまでも貴族階級やエリート階級には、背が高く色白で
青い目のひとが多いんです。 

その後わたしはポールと4年間付き合うのですが、その間中わたしを苦しめたのが、マダム・シッ
クとでも言うべきこのママンの影…。今思うと、ママンは何かを感じ取って、最初に私に牽制球
を投げていたのかも知れないですね（苦笑）。 
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実際、お付き合いしていた4年間、ポールはこのママンの影響で、黄色人種で日本人のわたしとの
交際を親に認めてもらえないことにずっと苦しんでいました…。 

背の高いママンは貴族出身でしたが、ポール自身、フランスの御三家とも言える、ビジネス・ス
クールで有名なHECの出身だったので、彼とのお付き合いをきっかけに、わたしはヨーロッパの
エリート階級の人たちとたくさん知り合うことになりました。 

例えばポールの大親友でThibauld(ティボー）という貴族出身のお友だち。おうちには素敵なお城
の絵が飾ってあるのですが、それがご実家（苦笑）。 

ポールはまだロンドンにいましたが、ある日ティボーがホームパーティーに誘ってくれました。 

彼のお部屋は、パリでもおしゃれで歴史の感じられる6区の、パパが持っているおうちの最上階に
あるChambre de Bonnes（シャンブル・ド・ボンヌ）という、昔の女中部屋。昔は暖房設備が
地下にあったので、女中部屋は暖房から一番離れた最上階にあったんですよね。 

彼のお部屋も最上階なので天井が斜めになっていて、かわいらしい天窓があり、そこからパリの
アパルトマンの屋根がキラキラと光っているのが見えて、まるで映画のワンシーンのよう…。 

ティボーとは、ポールがパリにいるときに一度会っただけだったけれど、右と左の頬に1回ずつキ
スをするBisous（ビズ）で迎えてくれて、数人のお友だちが集まると、ティボーがサーベルとシャ
ンパンをおもむろに持ち出してきました。そしてシャンパンボトルを天窓の方に向け、ティボーが
シャンパンの首の部分を何回かサーベルでこすったあと、シャンパンボトルの口をサーベルで一気
に切り落としたんです！ボトルの口は見事に天窓から外に飛んでいき、シャンパンが振る舞われま
した。 

さらにはお皿に山盛りのフォアグラ♡あまりにおいしくて感動していると、パパが実家で作ってい
るというフォアグラを、ティボーがいくらでもおかわりあるからと次々出してくれるんです。文字
通りお皿に山盛り、お腹いっぱいフォアグラを食べたのは後にも先にもあの夜だけでした（笑）。

ティボーは他にもパリの隠れ家的なシガーバーに連れて行ってくれたり（その夜のわたしが、知ら
ない間に写真集に出ていた！）、ポールにもパリのタイユヴァンでのディナーをプレゼントしても
らったり、オーストリアのお城で開かれた舞踏会に連れて行ってもらったり、フランスやヨーロッ
パの上流階級の暮らしを見せてもらったパリ生活。 

フランスで出会ったマダム・シックや、ムッシュー・シックたちは、日本ではなかなか体験できな
い世界をわたしに見せてくれました。 
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それは20代前半の若いわたしを虜にする魅力が十分でしたが、同時に彼らの多くが「家族」から
の束縛を強く受けていて、ルイーズのような心からの「自由」を謳歌しているのとはちょっと違う
感じを感じずにはいられませんでした。 

 

写真：ティボーに誘われて、一見さんお断りのジャズバーに行った日の夜。 
パリで暮らし始めてまだ間もない23歳のわたし。 

Daniel Colagrossiというフォトグラファーさんが知らないうちに撮影していて、 
『Bistro bistro』（2000, E-dite）という写真集に掲載されたよう。 

例のジャズバーにこのページが開いて飾ってあったと、ティボーから教えてもらいました。 
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＊＊＊　「自由」は勝ち取るものなの？　＊＊＊ 

「自由」を象徴する憧れのフランスでの生活は、当時のわたしにとってまさに両親から勝ち取っ
たものでした。だからわたしの頭の中では、フランス革命で自由を獲得した民衆のように（！） 

「自由」＝「勝ち取るもの」 

という図式ができあがっていたと思います。 

でもそれは違う視点から解釈すると、「現在」＝「不自由」と、わたしが認識していることにも
なりますよね。そのせいか、わたしが強く「自由」を求めるほど、大きな「不自由」が目の前に
現れるんですよね。 

フランスにいた当時、わたしの人生を思うようにしてくれないこの「不自由」は、ひとつはポール
のお母様であり、もうひとつは日本の両親だと感じていたんだと思います。 

今日、『理想の人生』探しの旅を続けながら、わたしの中にずっと大きくあった 

「わたしの人生は不自由だ」 
　というマインドを、　 

「わたしは自由だ」 
　に書き換えてみようと思いました。 

「わたしは自由だ」 
　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

そんな新しいマインドをセットしたわたしの毎日が、今日からどんな風に変わっていくのか、今
からとてもワクワクです。 

さて、明日は4年間のパリ・ロンドン滞在を終え、日本に帰国してからの両親との関係を深掘りし
ていきたいと思います。 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第4夜　2017年10月4日  

「会社も、実家も、自宅も、すべて手放して…」 

＊＊＊　わたしの人生を劇的に変えるパラダイムシフトが起きた『理想の人生』を探す旅　＊＊＊ 

日曜日からふと始めたこの連載。実は本当に偶然に読んだ『フランス人は10着しか服を持たない』
（ジェニファー・L・スコット著/大和書房）がきっかけで、わたしも10 Wardrobeにチャレンジ
したら、「本当のわたし」だけではなくて、すごくいろいろな“顔”＝アイデンティティを持ってい
ることに気がついたことからはじまっているんです。 

憧れてはみたものの居心地の悪さを感じるとか、当時はぴったりな気がしたけれど今の時点では
何かズレを感じるとか、そういう今のわたしにぴったりフィットした感じのしない“顔”をごっそり
捨てたんですね。 

そうしたら心がとても軽くなって、ものすごく気分がよくなって、そしてかなり自然に、これまで
の人生でとても印象的だったできごとが思い出されました。するとその大きなできごとの記憶を
きっかけに、次々と今まで忘れていたけれど「あぁ、そうだった！そうだった！」という小さな
できごとや感情の記憶が蘇ってきました。 

そうしたらね、あら不思議！今までわたしにとって大きかったできごとが、それまでと全然違っ
た見え方をしてきたり、「わたしの本当の気持ち」に気がついたり、とにかくまるで複数の視点
から語られる小説のように、わたしの人生がまったく違って見えてきたんです。 

そんなまるで生まれ変わったかのように“新しい目”で人生を見られるようになったので、これは『理
想の人生』を探す旅に出るちょうどいいタイミングなんじゃないかと、この連載を始めることに
しました。 

何かの結論に到達したくて書いているんじゃなくて、『理想の人生』を探す旅をたのしみ、どん
な発見に出会えるのかワクワクしながらこの連載を書いてみたところ、連日アメブロの人気記事
ランキングにランクインする人気記事になりました。 

もしかしたら誰かの『理想の人生』を探す旅のお役に立てているのかも知れない…。そう思うと
とてもうれしくて、今日もわたしの『理想の人生』を探す旅をシェアしたいと思います！ 

今日は家族を大切にしたいと思い、4年のパリとロンドンの生活に終止符をうち、日本に帰国して
からのかなり波乱万丈な4年間を振り返ります！ 
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＊＊＊　一生住むつもりだったフランスから日本に帰国することを決めた理由　＊＊＊ 

22歳でパリに行くことになったとき、わたしは一生をフランスで過ごすつもりでいました。 

どんな風に？？？なんていうことはな～んにも考えずに、でもぴったり365日のパリ留学のあと、
ロンドンの大学院を卒業して、もうこれ以上学生でいるわけにもいかないけど労働許可証が取れ
るわけない…という時に、本当に奇跡的に取れたフランスのワーキングホリデービザのおかげで、
パリで働くきっかけを手に入れました。 

わたしは絶対にワーホリでの就労のあとに労働許可証を取ると約束してくれる会社でしか働かな
いと決めて就職活動をして、ある大手自動車メーカーのマーケティング部にお勤めすることにしま
した。 

でもそこで1年近く働いて、いよいよ就労ビザに切り替わるというとき、会社で取得してくれるは
ずのワーホリから就労ビザへの切り替えがスムーズにいかず、一度日本に帰国した状態でいつまで
かわからないけれど待機ということになりました。 

ただ「そこにいる」ためだけに誰かの許可が必要な海外での生活…。 

パリでもロンドンでも、そうして不法滞在者になるなど、ビザの問題で悩む多くのひとたちを見
てきました。そして私自身もいつ労働許可証が出るのか、もしかしたら出ないのかもわからず、息
をのんで会社からの連絡を待っていて、自分の人生を自分でコントロールできない感覚が、わたし
の思う「自由」とは全然違うと感じてしまったんですね。 

そうしたなか、日本に本帰国しようかということを両親に相談したら、絶対に帰国してほしいと
両親が泣いて喜んでくれたんです。 

わたしの居場所がある。 

自由に帰れる場所がある。 

それまではずっと「自由」＝「フランス」、「不自由」＝「家族」と感じていたのに、「フラン
ス」＝「不自由」、「日本の家族」＝「自由」「愛」というように、その図式が変わったように
感じたんです。 
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こんなにわたしの帰国を両親が待ち望んでくれている…。 

中学生の時からずっと、「どうして両親が望む生き方を、わたしは望むことができないんだろ
う…」という想いがわたしを苦しめてきたけれど（詳しいことは第2夜で！）、とうとう！本当
にとうとう！！！両親とわたしの望む方向が一致して、わたしはこころからうれしかったんです！

こうしてわたしは4年間のヨーロッパ滞在に終止符を打って、日本に本帰国することを決めました。

＊＊　ようやく両親が望む生き方をできるようになったかと思えるようになったけど…　＊＊ 

フランスから帰国して、さて、これからどうしようかな～と考えながら、実家で新しい生活を始
めました。 

26歳にして、わたしは小学生の時からの夢を叶えてしまっていたので、まずは実家でゆっくりと
家族の時間を楽しみながらこれからのことを考えようと思っていたけれど、4年ぶりの実家ぐらし
に、すぐに猛烈な「不自由」を感じるようになったのです…。 

来る日も来る日も両親と喧嘩するようになり、わたしはなんとか早く就職をして実家を出ようと
決め、フランス系の大手メーカーの就職面接を受けました。すると娘はまたフランスに行くこと
を企んでいるのではと父が思い込み、知らないうちに内定辞退のお電話を入れられていたんですよ
ね。他にも、お付き合いしていたひととの結婚にとにかく猛反対され、もう当時のわたしには、
両親はわたしのすることやることすべてが気に入らないのだとしか思えませんでした。 

それでも希望していたフランス系の大手化粧品メーカーに就職し、実家を出て恵比寿でひとり暮
らしを始め、親元を離れてたのしく暮らせるようになると、やっぱり「家族」を愛したくなる。
「家族」に愛してほしくなる。 

そしてわたしは父が経営していた世界中の自然療法を教える学校のお手伝いに入ることを決めま
した。 

＊＊＊　とうとうノイローゼになるまで追い詰められて…　＊＊＊ 

早稲田大学を卒業してからさまざまなビジネスを起業し、人生の酸いも甘いも知っている、人生
のアップダウンの多い父は、48歳のときに大きな負債を負った状態で始めたビジネスが成功し、
業界でもトップクラスの売上を誇る自然療法の学校を経営していました。 
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わたしは父の学院に副学院長待遇で入ることになり、主にPR・マーケティング役員として学院に
貢献することになりました。ちょうど外資系最高級ホテルが10年以内に日本に参入することが発
表されていた時期でした。 

そうしたホテルが５つ星を獲得するのに高級スパを導入するのが必須条件だと知り、わたしは外
資系最高級ホテルの高級スパが学院の生徒の主な就職先になるよう、新しい生徒さんの獲得やまっ
たく新しい新講座の開設、広告戦略などを企画しました。 

ところがこれがそれまでの父の方針と違うので、当然のように学院内で軋轢が起きます…。父と
わたしはお仕事の上でもまったく意見が相容れず、お互いにツライし、学院スタッフにも迷惑をか
けるので、わたしが学院を辞めようとしても、父は絶対に辞めさせてくれない。 

母に味方になってほしいと助けを求めても、父とわたしの間に挟まれて苦しみたくない、巻き込
まないでほしいと何度も言われ、深い深い絶望の中に…。 

一時は本当にノイローゼになり、1ヶ月ほど会社をお休みしたことがあるほど、わたしは精神的に
追い込まれていきました。 

＊＊＊　29歳にして、大修羅場を迎えることに…　＊＊＊ 

ある日、学院近くのカフェで、わたしは母に父との縁を切りたいと相談していました。 

両親が帰宅する時間になったので、母とわたしはとりあえず学院に戻り、やり残したお仕事をし
ていると、父から少し話さないかという内線が入ってきました。でもわたしは父と縁を切りたい
ほどだったので内線を切ってそのままにしていました。 

それから30分もせずに母から学院の近くで父が発作を起こしたからすぐ来てほしいと連絡があり
ました。 

急いで学院を飛び出して走っていくと、学院から数100メートルくらいの西新宿三丁目交差点の手
前に、大渋滞の中、救急車が止まっているのが見えました。 

不安そうに立つ母をみつけて事情を聞くと、ちょうど交差点に差し掛かるところを運転中に、突
然父が胸の激痛を訴えたのだそうです。 
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救急車のひとたちの判断では恐らく心臓発作だろうということで、近くの心臓外科に強い病院に
搬送しようとしたようですが、金曜日の夕方5時の新宿は大渋滞で動けない。 

仕方がないので、父の学院の目の前にある東京医科大学病院に緊急搬送することになりました。 

ほとんど意識のない父の様子と尋常ならざる雰囲気に、わたしはついさっきまで父に口さえ聞か
なかったことが後悔されて、すごい勢いで病院に吸い込まれていくストレッチャーの上の父に、
何度も何度も「ごめんなさい」と繰り返していました。 

バタバタと検査が進み、父の病名は恐らく大動脈解離で、心臓近くから左の腿まで大動脈が裂け
たために心臓の周囲にお水が周ってしまい、それで心臓の動きが阻害されて発作が起きたのだろ
うと言われました。命を救うには、すぐに心臓からすぐの弓部大動脈を人工血管に置換する手術
が必要と。 

夜10時頃、ようやく救急手術の準備が整いました。 

父の命が助かる可能性は５％。 

「もしかしたらこれが最後になるかもしれないので、しっかり声をかけてあげてください」 

胸にマーカーでいろいろな印が描かれている父に「がんばって！待っているからね！」と母とふた
りで声をかけると、看護師さんたちが軽く頭を下げ、父は手術室の自動扉の向こうへと吸い込まれ
ていきました。 

父を見送り手術室へと続く扉が閉まると、ドラマや映画のワンシーンのように、それまで気丈だっ
た母が、ヘタヘタと本当に膝から床に崩れるように座り込んだ姿が今でも忘れられません。 

誰もいなくなった病院の広く暗い待合室で母と祈るように座っていると、しばらくして渋滞に巻
き込まれて到着の遅れた妹と義弟が到着しました。 

あとから知りましたが、医師であるふたりは、恐らく父はもうだめなんじゃないかと思っていた
ようです。 

翌朝未明に真っ暗な待合室にひとりの看護師さんが来て、なんとか手術が終わりましたと伝えて
くれました。手術室から出てきた父は、まるでもう生きてないんじゃないかというほど青白い顔
をして、まったく別人のようでした。 
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それから2週間、父はずっと意識を失ったままでした。 

当時英会話スクールのNOVAが倒産したばかりで、授業料返金のことがニュースを賑わせていまし
た。だから学院も、父が生きるか死ぬかわからないなんて噂が流れたら、一気に倒産してしまう
かもしれない…。 

父が倒れた翌日から、わたしは何事もなかったかのように学院に戻り、学院の指揮を取らなけれ
ばいけなくなりました。図らずも父の入院先は学院の目の前。病室は完全面会謝絶になりました。

何千人といる生徒さんたちにどこで見られているかわからないので、意識の戻らない父の御見舞
のあと、真っ赤な目を誰かに見られないように、しばらくひと目のないところに座ってから学院
に戻るということを続けていました。 

そして2週間後、なんとか意識を取り戻した父は、完全に別人でした。 

自分がどこにいるかわからない。 
経営者だったこともわからない。 
左半身は麻痺してしまい、人相も変わり果て、人目をはばからずに怒鳴り散らしていました。 

一命はとりとめたものの、果たして父が学院に復帰することなんてありえるのだろうか…。 

そんな不安を後押しするかのように、やっぱり学院内で変な噂が流れ始めました。売上も落ち始
めましたが、わたしにはどうしていいかわからない…。 

父が持っていたインターン総論という講義や学院長面接を代行するたびに、自分がとても薄っぺ
らい気がして、自信がどんどんなくなっていく…。 

あっという間に毎月のお支払い額が月の売上を超えるようになり、父や母、わたしの役員報酬を
ストップし、社員のお給料の確保を最優先課題にして、お支払い先に支払期日を待ってもらえるよ
うお願いすることに。 

父と会計士さんと経理部長の間でどういう事になっていたのかはわからないけれど、税金も滞納
していたので国税局にも頭を下げにいきました。 
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ドウシテコンナコトニナッテシマッタノ…。 

次から次へと現れてくる難題に、なんとか学院が倒産することのないように、4600人の生徒さん
と80人近いスタッフや講師の方々に迷惑をかけないように、毎日ただただ必死でした。 

父、65歳。 

わたし、29歳の夏でした。 

＊＊＊　会社も、実家も、自宅も、すべて手放して…　＊＊＊ 

そんなとき、ご縁あってある大手コンサルティング会社の方と知り合い、父の学院の譲渡を真剣
に考えることになりました。 

父は病院の先生たちも驚くほどの生命力で一命をとりとめ、左半身の麻痺や記憶障害も少しずつ
よくなっていましたが、倒れてから半年くらいではさすがに復帰できるだけの気力体力もなく、
わたしは一刻も早い学院譲渡を訴えました。 

でも、父は猛反対。つい先日まで経営者だったことも覚えていなかったのに、今すぐにでも会社
に戻ると言って聞きません。 

わたしも父に復帰してもらえればどれだけいいだろうと思いつつ、一度死にかけてから半年で現
場復帰なんて、ましてこの傾いた学院を立て直すなんて、そんな体力あるわけない！といい、また
また父と意見が完全に衝突することになりました。 

でも今度は単なる親子喧嘩じゃない。何千人というひとたちの人生も背負ってる。 

絶対になんとかしなければ…。 

そうしているうちに学院のすぐそばに本社のあった、たかの友梨さんが学院に興味を持っている
というお話が浮上しました。たかの友梨さんのご主人さまが、実は学院の元生徒さんでいらした
んです。 

譲渡条件はわたしたちにとってかなり厳しいものでした。学院を譲渡し、成城学園前の実家を売
却し、すべての負債を返し、旧経営陣は完全に退陣しなければいけません。 
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それでもわたしはいいのではないかと思いました。 
それしか学院を救う方法はないんじゃないかと思いました。 

譲渡契約が完了するまで、当たり前ですが信頼しているスタッフにも一切口外できないのは本当
にツラかったけれど、いつか感謝してもらえるようになれば…そう思っていました。 

父は最後の最後まで納得しておらず　ー　言ってしまえばあれから12年近く経った今でも、恐ら
く心から納得はしていないのですが　ー　30歳だった7月の終わり、父が倒れてからほぼ1年後に、
わたしたちは学院を去りました。 

＊＊＊　両親に共感してもらえる人生を歩もうとしていたのかもしれない…　＊＊＊ 

29歳から30歳にかけてのこの1年間は、わたしの人生の中でも本当に大きな経験をした1年で、
父が倒れたときのこと、変わり果てた父と病室で再会したときのこと、別人のようになった父か
ら言われた言葉、学院譲渡をめぐる口論など、いろいろなことを鮮明に覚えているんですね。 

でも今回、今までのわたしとは違う新しい"目”を持ってこの大きなできごとと、その周りの小さな
できごとを思い返すと、ものすごく大きなことに気が付きました。 

それは多分、これからのわたしの人生を大きく変えてくれる最大のパラダイムシフトになるんじゃ
ないかと感じています。 

それは、 

「わたしは両親に共感してほしくて、両親がした苦労と同じ苦労の道を自ら
選んで歩いているんじゃないか」 

ということです。 

わたしにとって「家族」は本当にかけがえのない、心から愛したくて、そして愛してもらいたい存
在。でも、わたしにとって本当に大切と思えることを両親にわかってもらえないという気持ちか
ら、両親のようなアップダウンの激しく、成功も失敗も大きい人生を歩くことで、両親に共感して
もらいたいと思っていたんじゃないかということに気づいたんです。 
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実はこの気付きはこの前の日曜日の朝、この連載を始めた日にズドンとわたしの中に突如降って
きました。 

「両親はあるがままのわたしを愛してくれているから、世界で一番わたしを応援してくれているか
ら大丈夫」 

そう気がついたわたしは、自分を自分で抱きしめながら、そうわたし自身に言い聞かせてみまし
た。 

するとわたしを守ろうとしてくれていた両親の姿ばかりが脳裏に浮かんでくるんです。 

わたしは約1年前にマインドを徹底的に学んで、今は心の底から両親が大好きで、両親のことを信
頼しているからこそ、この連載もブログに書く勇気をもてたのですが、今回のパラダイムシフトで
わたしのお金やビジネスに対するマインドも劇的に変化をし始め、まだ数日しか経っていないの
に、明らかにいろいろなことが変わってきているんです。 

明日は、いよいよ夫との劇的な再会と、スピード婚で始まったグアム生活について深掘りしていき
たいと思います！ 
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第5夜　2017年10月5日 

 「家族に祝福されて結婚するということ」  

初日からコメントやメッセージなどいただいていたのですが、昨日も 

  * * * 

「4夜、読ませていただきました。ご両親とのこと、なんだか涙が止まらなくて胸がいっぱいです。
ただ、この文章に出会えたこと感謝します。」 

  * * * 

という、うれしいコメントを頂いています。 
勇気を出してこの連載を始めて本当によかった！ 

誰かの人生が本当の意味で自由になるのをお手伝いしたい！ 
そんな想いをとても強く持ちました。 

というわけで、今日は父の会社を譲渡し、実家を売却し、静かな人生を…と思っていた2ヶ月後の
電撃結婚！グアム移住！を深掘りしたいと思います！ 

 
写真：2006年。今の彼の顔の方がずっと好き！ 

�28 copyright © 2018 Free Life Inc.  All Reserved



なほのSTORY - 奇跡の12夜物語 - 

＊＊＊　会社を譲渡。実家を売却。そしてグアムへひとり旅。　＊＊＊ 

29歳の夏、父が突然発作で倒れてから、会社を手放し、実家を手放し、私たち家族の人生は一変
しました（くわしくは第3夜で）。 

父の自然療法の学院をたかの友梨さんに譲渡する契約が無事に終了した30歳の7月末、わたしは
あまりに激動の1年に心身ともに疲れ果て、どこか海の見えるところで何も考えずにゆっくりした
いと、生まれて初めてひとり旅をすることにしました。 

もう何ヶ月も役員報酬を受け取っていなかったので、貯まっているマイレージで行かれるところ
にしようと、沖縄か上海かグアムという選択肢から選ぶことに。 

沖縄には父が結婚を反対したひとの大親友が移住していたのでやめて、上海はこころ安らぐ…と
いうイメージがなかったので即刻却下。 

グアムは全然興味がなかったんですが、消去法で考えていくとグアムが残り、またいろいろとお世
話になった友人もいて、初めてのひとり旅でも不安がないと思い、グアムに決定しました。 

実はこの友人は数年前にお仕事関係で出会い、以前告白されたことがありましたが、お断りした
ことがあったひと。 

彼はそれまで東京で働いていましたが、前年末にお母さまのレストラン経営をお手伝いするため
にグアムに移住していました。ところがまだ学院の譲渡問題で大変だった４月頃、本当に偶然、
恵比寿でばったりと再会したんです。 

その日、わたしは学院内で少し問題の多いスタッフを誘い、腹を割って話そうと恵比寿のレスト
ランに行きました。3つ年上でお誕生日が同じ日で、わたしとはとても気が合うものの成績の良い
営業スタッフと合わないひとでした。 

当時は学院の立て直しに必死で、父が倒れてからゆっくり外食なんてしていませんでしたが、彼も
わたしも食べることが好きだったので、おいしいものを食べながら忌憚なく話をしたほうがいい
と思い、気になっていた恵比寿のレストランを予約しました。 

わたしがお会計をしていると、ふと向こうのテーブルに見知ったひとがいると思ったら、グアムに
移住したはずの友人でした。大親友の結婚式のために2泊だけ帰国したので、大学の同期とごはん
を食べるため、空港からそのまま恵比寿に来たらしいのです。 

お互いにびっくりしましたが、わたしは父の看病と学院の立て直しや実家の売却のストレスから、
ひと月で10キロ以上痩せていて、彼はそのことにとても驚いたようでした。 
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他のお友だちもいたのでその場はすぐに別れましたが、お互いに親のお仕事を手伝っていて、し
かも彼が海外に住んでいるということで、彼がグアムに戻ってから、それまで誰にも相談していな
かった父の病気のことや学院のこと、実家の売却のことなど国際電話で一気に相談しました。 

結果、実家の売却についてお友だちの弁護士さんを紹介してもらったりと、本当にお世話になり
ました。 

そうしたこともあったので、お礼を直接伝えるためにもグアムに行くのはいいかもと思いました。 

彼はビーチ沿いのコンドミニアムにお母さまと一緒に住んでいたので、わたしはその近くの安い宿
を取り、夜中にグアムに到着するANA便でグアムに行くことに。 

空港には彼がお迎えにきてくれて、夜中2時近くの到着でホテル代がもったいないから、初日はお
母さまと彼のコンドミニアムに泊まっていいよとオファーしてもらっていました。 

＊＊＊　ひとり旅の報告のはずが…突然の結婚報告に？！　＊＊＊ 

たかの友梨さんに会社を譲渡するための最終的な契約の場に、わたしは同席しなくていいと父は
言いました。あまりにも疲れ果てていたわたしは、父がそういうならと、7月末の契約の場には同
席せずグアムに行くことにしました。 

グアムの空港は本当に小さくて、ゲートを出るとすぐに友人がみつけられました。空港の外には
ヤシの木とアメリカ国旗とグアムの旗がひらめき、眼下には街の明かりがポツポツと見え、その
さらに向こうの闇の中に海の存在が感じられました。 

彼のコンドミニアムに到着してお部屋に荷物を置き、海に面したバルコニーで彼が取り出した冷え
たハイネケンで乾杯し、いろいろお世話になったお礼を伝え、4月に再会してから7月に会社譲渡
や実家の売却が完了するまでのいろいろなことを話しました。 

目の前には月明かりに照らされた、まるで吸い込まれそうなほどやわらかい海。 

しばらくすると雨が降り出し、雷の音が聞こえてきました。そして稲妻が上から下へ、下から上
へと、いくつもいくつも空と海の間を行き来し、稲妻に照らし出された海はとても妖艶で、生まれ
て初めてみたあの美しい光景は今も忘れられません。 

明け方4時頃にとりあえず寝ることにして、翌朝、彼のお母さまに初めてご挨拶しました。 
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お母さまはとても気さくで飾らない方で、これからふたりはレストランに出勤だけど、いつでも
このコンドにいていいからと言ってくださり、近くの安い宿のチャックインを済ませたあとは、
本当に四六時中、その海の見えるお部屋にいさせてもらいました。 

とにかく街には興味がなかったので、海が見えさえすればいい。 

朝、宿を出て彼のコンドに行き、朝食をご一緒させていただき、彼らが出勤したあとにわたしは
朝食の後片付けをさせてもらい、そのあとは小さなデジカメを持っていたので、ときどき辺りを
お散歩して海やハイビスカスなどの写真を撮り、お部屋にもどって海を眺めながら音楽を聴き、
スコールのあとに虹が出たら写真を撮り…。 

夜は大体彼のレストランのカウンターにお邪魔して、カウンターの中の彼と話したり、一緒にカ
ウンターに座ってくれるお母さまと何時間もずっとおしゃべりしたり…。 

彼がお仕事の合間にドライブに連れて行ってくれたり、お休みの夜にお食事に連れて行ってくれた
りして、ひとり旅ではあったけれどだいぶいろいろなお話をすることができました。 

そしていよいよ日本に帰国するという時に、彼から付き合おうと言われました。 

当時わたしは30歳で、無駄に遠距離恋愛をするつもりは全然なく、結婚を前提でなければ軽々し
く付き合おうとは思わなかったのですが、彼はもちろん結婚を前提だと言う…。もし結婚したら、
今現在職のないわたしがグアムに来るのが当然だと思うけれど、グアムに住みたいとは思わない…。

これから東京で就職先を探すつもりだけど、ちょこちょこグアムに来られるのかな…。 

しかもフランスから戻ったと思った途端に海外にお嫁に行ってしまうとなれば、恐らく父は結婚
に猛反対するだろう…。 

そもそも実家のホームパーティに来たことのある彼に、両親は好印象を持っていなかったし…。 
飲食店経営というのも嫌がるんじゃないかな…（父が飲食店経営に失敗したことがあるので）。 

かなり前途多難な結婚に見えましたが、ちゃんと顔を見て話せるときに白黒させたいと（！）、
そのことをはっきりと彼に伝え、多分両親の説得に最低でも3年はかかるから、結婚を前提にお付
き合いするなら、早めに結婚の意思を両親に伝えないとグアムに会いに来ることもできない思う
と言うと、それではそうしようということになりました。 
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帰国して数日後、わたしは結婚を考えているひとがいることを両親のところに伝えに行きました。

いつものように猛反対されると思ったので戦々恐々としていましたが、これを乗り越えなければ
始まらないと思い、ランチのあとにそのことを伝えると、両親は泣いて喜んでくれました。 

そして善は急げだから、結婚は早いほどいいと言うんです。 
その場ですぐに彼に国際電話で報告すると、彼は言葉が出ない…という感じ。 

わたしが帰国してすぐに、彼と彼のお母さまにとてもお世話になったことを伝え、両親からお礼
のお電話を入れてもらっていたのですが、そのときのふたりの感じがとても良くて、こんなひと
と結婚してくれたらいいのに…と両親が話し合っていたというのだから、本当に人生は何が起こ
るかわかりません！ 

入籍しないと配偶者ビザを取ることができないので、いつまでたっても一緒に生活できないため、
なんとその日から1ヶ月後に入籍することに！ 

本人たちもびっくりの展開で、グアム旅行の報告を聞こうと思っていた仲のいいお友だちたちも全
員驚愕という結果に。 

＊＊＊　家族に祝福されて結婚するということ　＊＊＊ 

そんなわけで数年前から知ってはいたけれど、結婚前のお付き合い期間は1ヶ月で、しかも遠距離
ということになりました。 

それでも毎晩、彼のお仕事が終わってからお電話していると共通の知人友人が多くて、いろいろ
なことがツーカーでわかります。 

以前お付き合いしていた、父に結婚を猛反対されたひとたちは、確かに育ってきた環境がいろい
ろと違うところが多かったけれど、彼とは共通点が多いということも両親が喜んでくれそうで、
わたしは結婚という一大事を両親が反対するどころか、とても喜んでくれていることに心からの
安堵を感じていました。 

ただそれだけで、どれだけしあわせで満ち足りた気持ちになるのか、本当に言葉では言い表せな
いほどしあわせなしあわせな時間でした。 
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今の時代、結婚は家と家のことでないとはいえ、やっぱりお互いの家族が仲良くしてくれて、本人
たちの考え方や価値観が似ている方が穏やかでしあわせだよね、というのがわたしたちの一致し
た意見でした。 

＊＊＊　自分を、どれだけ信じられるか。すべてはそれだけにかかっている　＊＊＊ 

この連載を最初から読んでくださっていると、どれだけ今までいろいろなことを両親に猛烈に反
対されてきたか、皆さんもご存知だと思うんですが、こうして『理想の人生』を探す旅をしている
と、逆に両親にものすごく応援してもらったことがたくさん思い出されまし
た。 

パリに留学したと思ったら、英語も話せないのに、ロンドンの大学院に入りたいと言ったとき… 

フランスで大手自動車メーカーに就職が決まり、車通勤をしなければいけなくなったから車を買っ
てほしいと言ったとき… 

高級スパに就職できるセラピスト育成のため、女性だけのラグジュアリーなコースを作りたいと
言ったとき… 

反対されてばかりだと思っていたけれど、どれだけ両親がわたしを信じ応援していてくれたか、こ
の記事を書きながら痛いほど感じられて、「ありがとう」というあたたかい気持ちがとめどなく
あふれてこころを満たし、そして世界に向かってほとばしり、流れていくような感じがします。 

どうしてあんなに反対されたときと応援してくれたときがあったのかとこれまでを振り返ってみる
と、明らかにわたしに原因があったんだとわかりました。 

わたしが反対されると思って萎縮している時、両親はやっぱり反対してくる。 

わたしが反対されるとか関係なく、その先の未来をリアルに感じてワクワクしている
とき、両親は応援してくれる。 

マインドを学び、理論としてはわかっていたけれど、こうして『理想の人生』を探す旅をしながら
ゆっくりといろいろなことを感じ、味わい愛でていくと、これまでの人生のからくりが次々とわ
かっていくんです。 
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「どうして両親が望む生き方を、わたしは望むことができないんだろう…」 

40年近くずっとこのことを悩んできたけれど、結局両親がわたしを愛してくれていると信じられ
ていたか、つまりわたしが本当に両親を信じられていたか。そして両親に愛されている自分自身
を信じられていたか、そういうことだったのだと思います。 

自分をこころから信じることができていれば、自分が愛するひとのこともこ
ころから信じることができる。 

自分をこころから信じることができていれば、自分の未来は必ず実現したい
ようになるとこころから信じることができる。 

するとワクワクが止まらなくなって、感謝と愛が止まらなくなって、現実がスムーズに動き始める。

結婚生活にしても、相手を信じるとか信じないとかでなく、こころから自分自身を信じることが
できれば、あなたがその結婚生活を望む限り、それはうまくいくのだと思います。 

これが『理想の人生』を探す旅に出たわたしの、結婚11年目の気づきです。 

明日はバリキャリだったわたしが、グアムで専業主婦になり、悶々としていた時期について深掘り
します！ 

『理想の人生』を探す旅、明日もおたのしみに！ 

�34 copyright © 2018 Free Life Inc.  All Reserved



なほのSTORY - 奇跡の12夜物語 - 

第6夜　2017年10月6日 

「肩書がなくなって途方に暮れる『わたし』～わたしは一体、誰？！～」 

実は昨日は連載を読んでくださった方からこんなとってもうれしいメッセージをいただきました。

  * * * 

「第1夜～第5夜 まで、夢中で読んでしまいました。  
「家族」と「自由」の両立という言葉が出てきたあたりから、一気に共感することが増えていき、
たくさんの気づきと確信とこれからの理想の人生を考えるきっかけになりました。 

私の家庭はサバイバルのような、死ぬか生きるかといった雰囲気の家でした。 
気づかないふりしていたこと、でも、やっぱりそうだ！と確信させてくださったブログを書いてく
ださっているなほのさんにありがとうございます、です！ 
そして、結婚適齢期の私にとって、結婚する人ってこういう感覚の人なのかも～～！と思えたり。 

最後の、自分を心から信じることが出来れば、自分が愛する人のことも心から信じられる、未来
は必ず実現する。→ワクワクが止まらなくなる、感謝と愛が止まらなくなる、現実がスムーズに
なる、にものすごく共感いたしました！ 
　 
またブログ読ませていただこうと思ってます。 
はじめてのコメントで、長くなりました。ありがとうございます。」 
  
   * * * 

この連載に書いていないこともたくさん含め、わたしの人生って本当に紆余曲折だったから、最
近の女性起業家の方たちのように、読者の共感を得るためにわたしが自己開示の物語を書いても、
経験があまりにも特殊で誰の興味もわかないだろうと思っていました。だから何度か自己開示ス
トーリーを書こうとしたことがあったけれど、いつも途中で筆が止まってしまっていました。 
  

でも今回の連載は、すでに結論があったり、言いたいことがあるから書いているんじゃなくて、
まさにこの連載記事を書きながら、わたし自身が『理想の人生』を探す旅をしていて、毎回書き
ながらわたしにとっての世紀の大発見があり（笑）、毎日人生が全然違って見えてきています。 

どこにわたしの『理想の人生』の道の入り口があるか？ 
どちらに向かって『理想の人生』の道が伸びているか？ 
わたしの『理想の人生』の道はどんな感じなのか？ 
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そんな風に悩み続けていたけれど、気がついたらもう何年も、それどころか、これまでずっと見
えていなかったわたしの『理想の人生』の道が、少しずつ晴れていく霧の向こう側に、すっと伸び
ているのが見え始めた感じがするんです。 
  
誰かのためというよりも、自分を愛するために、自分の人生を愛するために始めたこの連載。 

わたしは毎日一枚ずつしっかりと私を包んでいた繭（まゆ）を脱ぎ捨て、繭の下の自分のカラダ
に驚き、たまらなく愛しく感じ、また翌日もう一枚の繭を脱ぎ捨て…を繰り返しています。 

そしてもうすぐ美しい蝶になって羽ばたいていくんだって、今とてもしっかりと感じています。 
  
実際この数年間固く閉ざしてびくともしないように思えた現実が、今年に入ってから、最初はギ
シッ、ギシッっとゆっくりと、そして数週間前からミシミシミシミシッと加速をつけて動き出し
ています。 
  

動き出して加速してくるまではやっぱりとても苦しくて、こんなにがんばっているのに、現実はこ
れしか変わっていない…なんて思ったこともあったけれど、今わたしの周りは猛烈な勢いで動き
出し、予想もしていなかったすてきなことが次々と起こり始めています。 
  
さらにそれがわたしだけでなくて、こうして連載を読んでくださった方の意識がちょっと変わり、
行動も変わり、そして現実が変わってくるんだと思うと本当にうれしくて、こころからワクワクし
ます！ 
  

特に結婚は1+1=2になるんじゃなくて、ふたりが人生を共にすることで1+1=10とか100とか1
億とかにエネルギーが大きく循環して流れると、とてもしあわせになると思います。 

今、結婚適齢期のひととか結婚生活で悩んでいるひとは、わたしと一緒に『理想の人生』を探す
旅に出てもらって、あなたからも愛があふれ出し、わたしたちから伸びる愛の根と一緒になって、
愛の枝が生い茂り、大地を這い、海を越え、この地球をわたしたちの愛でやさしくすっぽりと包
み込むことができたら、本当に、本当に、うれしいです。 
  
それでは！！今日は、わたしの新婚時代を深掘りしたいと思います！ 

  
＊＊＊　東京バリキャリから、常夏の島の専業主婦へ／ 
肩書きがなくなって途方に暮れる「わたし」　＊＊＊ 

グアムで再会してお付き合いを始めたひと月後には入籍することにしたわたしたち（くわしくは第
５夜で！）。 
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 すでにそれだけでびっくりですが、いたずら好きな神様のおかげで（!?）図らずも入籍 → 結納 
→ パスポート取得 → グアム移住という順番で、4日間ですべてが完了してしまいました（笑）。  
  

夫とわたしがグアムに到着すると、空港に迎えに来てくれた義母がそのまま不動産屋さんにわた
したちを連れて行き、3軒家を見ておいたから！と急に新居探しをすることに。 
  
わたしはとんでもない方向音痴だし、グアムの地理はまだ全然わからないし、とりあえず見せても
らった物件は東京の新築や築浅物件とあまりに違ってびっくりだし、もう何がいいとか全然わか
らないので夫に決めてほしいと言い、わたしたちはとりあえず月700ドルの家賃の、2ベッドルー
ムのアパートで新婚生活を始めることになりました。 
  
  

 
写真：結婚4年目か5年目くらいかな？結婚したときより、毎日ずっとすてきな人になると思っていました（笑）。 

夫は義母と3店舗のレストランを経営していたのでお食事時がまさにお仕事の時間。 

なので夫が朝の8時くらいに買い出しなどに行くときにわたしは朝食の支度を始め、一度戻ってく
る10時くらいに朝ごはんを食べ、11時前に夫が家を出てから家事をすると、お昼過ぎには何もす
ることがなくなってしまいました。 
  
夫は経営者で日本人スタッフがいないので、夫のお仕事つながりの日本人とお付き合いができる
わけでもなく、こどもがいないのでママ友と知り合うこともなく、お稽古の場所があるわけでも、
英語の学校に通うわけでもないので、とにかくおともだちがまったくできない！ 
  
そもそも夫は四六時中車を使うのでわたしが乗れる車がなく、ずっと家に閉じ込められている感
じで、スーパーにお買い物に行くのでさえ、夫のお仕事の合間とか、夫の買い出しのときに頼んで
一緒に連れて行ってもらい、慌ただしい彼のスケジュールに合わせて猛スピードでお買い物を済ま
せる…。そんな毎日の始まりでした。 
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わたしの船便の荷物はまだまだ届かないので、夫に渡された、広尾の懐石料理で有名な分とく山
の野崎洋光さんの正統な和食の料理本を見ながらほぼ毎日出汁を引き、グアムで手に入らない材
料をなんとか工夫して、毎晩3時間くらいかけてお夕食を準備して、夜中の11時半くらいからよう
やくふたりでゆっくり晩酌でした。 
  
知り合いもいなくて、出かけるための足もなくて、出かける先もなくて、右も左も分からない…。

常夏の島で始まった新婚時代。わたしはすべてのスケジュールを夫に合わせ、空いた時間はお料理
をがんばるか、11月の結婚式の準備をするか、またはネットサーフィンをするか…。 
  
東京のバリキャリ生活時代にはまったく予想もしていなかったような毎日を送ることになりまし
た。 
  

＊＊＊　わたしはいったい、誰？！　＊＊＊ 
　  
パリでもロンドンでも東京でも、パーティーで初めての方とお話するのが好きで、それなりに顔も
広い方だったので、知らない人でも大体共通の知り合いがいたりして、パーティーの会話にほとん
ど困ったことのないわたし。 
  
ところがグアムに行ってからはそもそもお友だちがいないので、パーティーどころか誰かと約束を
決めてお食事というのもほとんどありません…。 

  
夫のレストランがそれほど混んでいなければ、ひとりで家にいても寂しいので、夫が出勤するのに
合わせてわたしも家を出て、レストランのカウンターで飲んだり食べたりさせてもらうのですが、
思いがけずお店が混んできてしまうと、ひとりカウンターに座ったまま。時間を潰せるようなも
のもなく、夫は接客で忙しくてお話どころではない…。 
  
どうしようもないので、そのまま数時間、閉店までお店で彼を待つこともあれば、彼がお店の様
子を見計らってパパっとわたしを家に送ってくれたりと、自分のことを自分でまったく決められ
ない日々…。 
  

わたしたちは自他共に認めるオシドリ夫婦で、結婚ってこんなにいいものなんだ！って、みんな
に話すほどしあわせな新婚生活を送っていたつもりだったけれど、少しずつ「なほの」というア
イデンティティが希釈され、一体わたしは誰なのか、どんどん自分でもよくわからなくなってい
きました。  
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＊＊＊　自分の人生は、自分の望むとおりに創る　＊＊＊ 
  
毎日何度もキスをして、愛していると言って、本当にびっくりされるほど仲良し夫婦だったわたし
たちでも、実は2年半前に日本に本帰国してからつい最近まで、とても大変な状況の中で、真剣に
離婚を考えたことがあります。 

どうしてそんなことになったんだろうと、新しい”目”を持つことができた今、この連載を書きなが
ら考えてみると、大きな気づきがありました。 
  
それはわたしが自分で勝手に”妻”とか"お嫁さん”というアイデンティティを着て、家のことを最終
的に決定するのは一家の大黒柱で収入のある夫だから、わたしが意見を言うとしても、最終決定
は夫にゆだねようと決めていて、自分の人生を自分の望むとおりにクリエイトする！という意思
を、結婚と同時に放棄してしまったからなのだと思います。 
  
この"妻”とか"お嫁さん”というアイデンティティのイメージがどこから来ているかというと、11歳
違いの両親の夫婦の姿がそうだったからなのだと思います。 
  
すごく自我が強くてすべてを決める父と、本当は自我が強いのだけれど11歳年下で、女性はやっ
ぱり3歩下がったほうが美しいという考え方の母を見ていて、わたしは絶対に亭主関白なひととは
結婚しない！と決めていて、実際全然違うタイプのひとと結婚しました。 

それなのに、わたしが勝手に"三歩下がった貞淑な妻”のアイデンティティを着て、勝手にグアムで
の新婚生活に「不自由」を感じ、でも夫のことは愛していて、この結婚生活をうまく行かせたい
と思うから、またまた勝手に我慢して、いろいろな感情に蓋をして自分の中に溜め込んでいったの
だと思います。 
  

大好きな夫が居心地いい家庭をつくるために振り回されることになっても、できるだけ彼の不規
則な予定に合わせる。意見が衝突した時は最終的に彼の決定に任せる。彼が嫌がるだろうなとい
うことは、できるだけ始めからしないようにする…。 
  
そういうのって一見思いやりのある行動に見えて、実はこの言動の源にあるのは、 

「わたしがわたしのしたいように行動したら、彼はしあわせになれない」 

という、意識だと思うんですよね。 

自分の想いを通そうとして散々両親と衝突していたから、わたしが「自由」を求めて飛び出そう
としたり、好き勝手にしようとしたら、大切なひとを傷つけることになるかもしれない…。 
  
そういう深い傷と思い込みが、当時のわたしにはあったのだと思います。 
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だから結婚して時間が経つにつれ、わたしは少しずつわたしらしさを抑え、彼のしあわせの中に
なんとか自分のしあわせをみつけようとして、勝手に自分で自分の「自由」を縛り付けながら、
彼や彼のお仕事のせいだと被害者になって、不満と不安とどうしようもないマイナスの感情が、結
婚9年を経て静かに爆発したのだと思います。 

もちろん結婚は別人格のふたりが一緒に生きるのだから、お互いに意見や希望が違うことがある
のが当然で、そんなときはお互いに譲ったり、どちらかに合わせたりする必要があることもある
のだけれど、「わたしがわたしらしくいることで、わたしも彼もしあわせ」という意識や意図を
持っていないと、意見が衝突したときに自分の意見に合わせてもらっても、こころの底から喜べ
なかったり、本当にこれでよかったのかと不安になる。 

結果、ふたりでいられることや、ふたりの未来に心からワクワクすることが難しくなっていくん
だと思います。 
  

結婚して収入も何もかもなくなり、自分を主張するのは妻としてよくない、彼に合わせるほうが
しあわせなんだと思い込むことによって、自分のアイデンティティがよくわからなくなったわたし
は、彼の求める（と勝手にわたしが妄想していた）理想のアイデンティティを着込もうとしていた
のだと思います。そんなこと、彼は全然求めていなかったのに。 
  

結婚に限らずなのですが、特に結婚は「わたしと一緒にいることで、わたしも相手もしあわせ」
という、大いなるポジティブちゃんでいると、とってもうまくいくのだと思います。 
  
みんな相手を愛するが故に、不安になったりネガティブになったりするけれど、大切なのは事実
がどうなのかということではなくて、「わたしと一緒にいることで、わたしも相手もしあわせな
のだ！」としっかりとマインドセットしていることなんですよね。 
  

それでは明日はいよいよグアムで売れっ子ブロガーや、フォトグラファーとして活躍したことにつ
いて深掘りしていきたいと思います！ 
  
『理想の人生』を探す旅、明日もおたのしみに！ 
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第7夜　2017年10月7日 

「働きたいときだけ、働けるようになりたい！」 

先週の日曜日、ふとしたことがきっかけで、この連載を始めました（くわしくは第3夜で）。 
  
『理想の人生』を探す旅をしていると、まったく違う視点からこれまでの人生を見られるように
なって、わたしの人生が愛しく思えて、これからの人生がたのしみで、みんなと一緒に大きな「愛
の循環」をどんどんどんどん起こしたくなっています。 
  

初日からアメブロ人気記事にランクインするほど、わたしのために始めたこの連載をたくさんの
方に読んでいただき、しかもすごく深いメッセージもいただいたりしています。 
  
  * * * 

「周りに理解されにくい、機能不全家庭とか、一見幸せそうに見えていてもそうでなかったりと
か。この記事を読んで確信した1つとして、そういう方って、私を始め、きっと苦しさを外に出し
ても、理解されないことを経験して、外に出さないようになっている人ってたくさんいるはず！
と思いました。 

…中略… 

勇気を出して、しかもありのままに書いてくださったからこその、大大大共感だったのだと感じて
います。 

…中略… 

ありのままの自分でいることが、私も相手も幸せにするというマインド、私もいつでもそういう
自分であれるように、毎日マインドアップのため練習練習です⤴⤴」 
  
* * * 

今の人生に満足できていないひとや、大きな不満はなくてもモヤモヤを感じているひとは、ぜひ
『理想の人生』を探す旅に出てみてもらいたいなと思います。 
  

誰かのお役に立てたらいいな～と願いつつ、今日はわたしの人生でも一番誇りに思っているグア
ムでの起業について深掘りしたいと思います！ 
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＊＊＊　突撃依頼！「地球の歩き方」グアム特派員に立候補（笑）　＊＊＊ 
  
電撃結婚をしてグアムに移住し、何もない常夏の島で専業主婦になり、それまでの東京バリキャ
リ生活から一変して、モンモンと自分探しをしていた新婚時代（くわしくは第6夜で） 。 
  
ものすご～く暇だったので（笑）、『GUAM LOVERS（https://hafaadcard.exblog.jp）』とい
うブログ（のちにこちらのブログhttp://guamlovers.blogspot.comに移行）を始めることに。 
　 
でもそれではやりがいが足りなくて、ひとりで一時帰国することになったときに、夫のお友だち
でネットメディアビジネスの専門家であるInclusive株式会社社長の藤田誠さんに、ガイドブック
には出ていないような、知る人ぞ知るグアムの魅力を伝えるメディアが作りたいのだけれど、どう
したらいいかと相談しました。 
  
藤田さんがご提案くださったのは、ブログにYahoo!などで配信されるグアムに関するコンテンツ
を引き込んで、PV数を激増させるというものでした。 

確かにそれならPV数も上がり、SEO対策という意味でもすばらしい結果が出せそうだけれど、わ
たしはどうしてもサイトの見た目とかも気になってしまうタイプで、フォトジェニックでない記事
がわたしのブログにあがることにワクワクを感じられないな…と感じてしまったんですね。 
  

何かいい方法はないかな～と、グアムに戻ってからいろいろネットサーフィンしていると、数日後、
老舗ガイドブック「地球の歩き方」に、グアム特派員がいないらしいことを発見！その場ですぐ
に編集部に国際電話をして、わたしをグアム特派員にしてください！と突然のラブコールを入れま
した。 
  
今でこそ特派員さんを一般に募集されていますが、当時はお付き合いのあるプロのライターさん
が海外に転勤されたり、移住されたりするときに特派員をお願いしていらしたみたいで、完全な
るアマチュアを特派員にするというのは前例がないことだったみたいなんです。 
  
それで一度社内会議にかけるからということになり、始めて2ヶ月くらいのブログと、履歴書とエッ
セイを提出してお返事を待っていたら、見事合格。 

2009年6月から、「地球の歩き方」グアム特派員（http://tokuhain.arukikata.co.jp/guam/
author116_1.html）として記事を書き始めました！ 
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＊＊＊　「地球の歩き方」トップライターとして10期連続で表彰していただけるように　＊＊＊ 
  
せっかくグアム特派員として記事を書くのだから、少しでも多くの人にグアムの魅力を伝えたい！
とどんな工夫をしたらいいかと考えました。そこで当時人気ブログにするのに有効だったブログ
ランキングの「グアムカテゴリー」に登録することにしました。 

グアムは日本から多いときは年間100万人以上、当時でも90万人近くは来島し、日本から3時間
程度で来られる常夏のリゾート情報を、早いひとはネットで仕入れるようになっていて、グアムの
コアなファンもそれなりの数いらっしゃいます！ 
  
なのでランキングに登録すると、有名な「地球の歩き方」の公式ブログなので、すぐに人気ブロ
グになることができました。 
  
他の特派員さんはプロのライターさんなので、地球の歩き方は“メディア”であって、“ブログ”とい
う意識がなかったのかもしれません。だから人気ブログになったグアム特派員記事は、地球の歩
き方の中でもかなり閲覧数が多かったようで、うれしいことに編集部の方から「ぶっちぎりの人
気特派員です！」と言っていただいていました。 
  
ショッピング中やレストランなどで「グアム特派員の奈穂乃さんですか？」と声をかけていただく
ことも1回や2回ではなかったんですよ。 

＊＊＊　やっぱり好きなことでお仕事をしたい！悩んでいるなら起業しちゃえ！　＊＊＊　 

「奈穂乃さんの写真のファンです！」 

 「奈穂乃さんの記事を見ていつも癒やされています！」 

 「ガイドブックにはないグアムの魅力が満載で、奈穂乃さんの記事は全部チェックしています！」

地球の歩き方で記事を書くようになり、こんなうれしいメッセージをたくさんいただけるように
なっていました。それはとてもやりがいがあって、もっとすてきな写真を紹介したい！と写真の
腕を磨く意欲も倍増していました。 
  

でも、グアム特派員として記事を書いても収入は作れないので、当時のわたしは相変わらずほぼ無
収入の、単なる（ちょっと有名な）専業主婦で、下着やお化粧品を買うのにも夫にお伺いを立て
るか貯金を切り崩すしかありませんでした。 
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独身時代のようにメーカーのマーケで働きたい！と思っていましたが、人口17万人のグアムには
ほとんど製造業がないので、マーケのある会社がほとんどない！外国人である日本人の就職先と
してメジャーなのは、旅行代理店やブティック、レストランなど観光業関連のサービス業。 
  
だから夫もレストラン経営で不規則に働いているのに、わたしまでサービス業にお勤めしてしまっ
たらふたりでいられる時間はほとんどない…とずっと就職を諦めていました。 
  
でもいろいろ調べているうちに、E2（投資家）ビザの配偶者ビザで入国しているわたしは、労働
許可証さえ取得すれば起業することができることを知りました。 
  
お勤めだとシフトが自由にできないなら、自分でビジネスを始めてしまえばいい。 

わたしは得意の写真を活かして、当時グアムになかった、日本人ツーリストをターゲットにしたポ
ストカード型広告サービスビジネスで起業することにしました。 

日本人ツーリストの方たちがたくさん立ち寄る場所にスタンドを置き、無料ですてきなポストカー
ドを取れるようにして、同時にそれが広告にもなっているというアイディアです。 

そこでハワイやグアムでツーリストに大人気のABCストアに、ポストカードスタンドを置かせて
もらえないかとお願いに行ったところ、わたしの写真を見たマネージャーさんが「これ、ポスト
カードにしてくれたら有料でこれも販売したいな」なんてうれしいことを言ってくださって、レス
トランやアトラクションなどの広告の無料ポストカードと、わたしの写真でつくる販売用ポスト
カードで「Hafa AD Card（ハファ・アド・カード）」というブランドを立ち上げました。 
  
RIMOWAの赤い小さなスーツケースを買って、週に1回グアムのABCストアの店舗をまわって、足
りなくなったポストカードを補充していると、わたしが作ったポストカードをかわいい！と言い
ながら手に取ってくれたり、販売用ポストカードを買ってくれるお客様を見ると、充実感を感じら
れて、本当にうれしかった～～～！ 
  

実際のところ、ポストカードの売上は単価が低いので大したことはなかったけれど、フリーペー
パー以外に“あの！”ABCストアに広告が置ける手段は他になかったので、自社広告を単体でツーリ
ストの方々に見てもらえるというのは魅力的だったようで、営業経験のないわたしでも、すぐに
広告主さんの契約をいただくことができ、初月から売上を上げることができました！ 
  
しかも広告なので契約が決まると、一社あたり数万円から十数万円相当の売上が、広告を続けて
くれる間、毎月入ってくるので、起業した最初の月から、主婦のお小遣い稼ぎよりもずっとちゃん
と収入を作れるようになったんです。 
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＊＊＊　働きたいときだけ、働けるようになりたい！　＊＊＊ 

ビジネスはすぐに軌道に乗ったけれど、逆に言うと、週に1回は最低でも必ずポストカードの補充
のために、グアム島内のABCストア7店舗をまわらなければいけなくなりました。 
  
補充は月曜日と決めていたけれど、車で走っているときにポストカードが減ってきているのが見
えると（わたしはものすご～く目がいいから！！！）、一度家に帰ってポストカードを取ってき
て補充しにいかなければ、という気持ちになる。 

ビジネスなんだから当たり前なんだけれど、わたしにはそのことがだんだん息苦しく感じられて
きました。 
  

このことはまた明日くわしく深掘りしていこうと思いますが、結婚してからなかなかこどもができ
ないことが、当時のわたしのとても大きな悩みで、グアムでは不妊治療できる医療機関がないので、
ハワイか日本に行く必要があると言われていて、ずっと迷っていたところでした。 

Hafa AD Cardを始めて1年が経ったとき、わたしは不妊治療のために数ヶ月ひとりで帰国するこ
とを決めました。そして受注していた広告契約の終了を待って、Hafa AD Cardを終了したんです。

ところが日本に帰国して不妊治療をしたものの、思うような結果にならないどころか、不妊治療
のためだけに帰国しているので精神的に追い詰められてしまって、わたしはひとつきでグアムに戻っ
てきました。 
  　 
こどものことだけ考えるよりも、自分の人生に集中しよう。 

とはいえ、わたしには愛する夫もいるし、帰国したいときにいつでも帰国できるように、働きた
いときだけ働けるカタチを作ろう！ 

そんな風に思っていたときに日本で東日本大震災が起きました。わたしたちもたまたま一時帰国
していて、横浜で震災を経験しました。 
  

そんな震災から数ヶ月後のある日、母から泣きながらお電話がかかってきました。 
学院を手放してから（くわしくは第4夜で）唯一の収入源だったものが、震災の影響でストップさ
れたというのです。 
  

広告のお仕事をやめてしまっていたので、わたしもまた無収入の主婦になっていたのですが、な
んとか両親に仕送りできるように、お仕事を始められないかと考えました。 
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写真：何かグアムからできないかと、グアム中のアーティストに声をかけてアート作品を出品してもらい、 

夫のレストランでチャリティーパーティーを開催。 

両親のためとはいえ、わたしの能力を活かせて、働きたいときだけ働ける自由さがあり、やりが
いを感じられることにしよう。 

ちゃんと続けていくためにも、このわたしの気持ちは大切にしたいと思っていました。 

そうすると、わたしが得意なことといったらやっぱり写真だと思うけれど、趣味だった写真でお
金をもらっていいものなのか…。 

  
自分の写真をポストカードにして売っていたのに、フォトグラファーとして名乗ることはなんだ
かとてもおこがましい気がして、最初ものすごくためらわれたんだけれど、とにかく両親に仕送
りができるわたしになる！と決めて、まずはホームページを立ち上げてみることにしました。 
  

両親はスタジオでものすごく高い金額で家族写真を撮ってもらうのが好きだったけれど、わたし
はそうして撮った写真に一枚たりとも気に入ったものがなかった（苦笑）という経験から、お客
様が本当にほしいと思った写真だけを買ってもらいたい！と思いました。 

そして観光地化されていない最高に美しいグアムの景色の中で、自然体のご家族を撮るファミリー
ポートレートを中心に撮影することを決めました。 
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事前にいただく撮影料などは完全無料。撮影後にオンラインで写真を見てもらって、ほしい写真
がなければ一枚も買わなくてOK。ほしい写真だけをほしい枚数だけ。こういうスタイルで始めて
みることに。 
  
そもそもグアムでツーリストの方たちのファミリーポートレートを撮るサービスがほとんどなかっ
たし、ハワイでも観光地をバスで巡りながらドライバーさんが有名観光スポットでお客様の写真
を撮ってあげるスタイルで、わたしのような、とにかく美しさにこだわったファミリーポートレー
トに特化する！というサービスはたぶんなかったんじゃないかと思います。 
  

結果は… 

  
撮影後にオンラインで写真を見たお客様は、皆さんとても感動してくださって、  

「わたしがこんな顔をして笑っているなんて知りませんでした！」 
 「こどもがすごくかわいく写っていて、家族のことをもっと好きになれました！」 
 「毎年グアムで奈穂乃さんに撮ってもらいたい！」 

というお声を次々といただくようになり、写真も、わたしが想像していた金額の数倍も、皆さん
ご購入くださいます。 
  

地球の歩き方でグアム特派員として数年来ずっと人気記事を書いていたせいか、一切広告をしてい
ないのに、なぜだか起業した月からお申込みが途切れず、フォトグラファーとして起業した月から、
予想以上の収入を作ることができました（Nahono Tsuruga PHOTOGRAPHYホームページ　
http://www.nahono.us）。  
  

もっとすてきな写真を撮れるようになりたい！ 
もっとお客様に喜んでもらいたい！ 

写真で収入が作れるようになってからは、プロ用の機材を揃えたり、アメリカのオンライン講座
で写真を学ぶ学費にしたりと100万円単位で費用がかかったけれど、それまでずっと夫には頼め
ない…と思っていたことを自分の意思で、自分のお金でできる！！！ 
  
それはわたしにとって収入以上の大きな喜びになりました。 

まさにこれこそが「自由」だと感じたんです！ 
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＊＊＊　自分の感情に素直に、自分の人生を自分でクリエイトする　＊＊＊ 
  
わたしがしていたのは、Nahono Tsuruga PHOTOGRAPHYのFacebookページとホームページ
で、許可をいただいたクライアントさんの写真を公開していただけ。 

あとは地球の歩き方でグアム特派員記事をコンスタントに書き続けていた、本当にこれだけ。 
  
でもグアムには日本8都市から直通便が飛んでいるので、クライアントさんは日本中に増えていき
ました。毎年撮影のためにグアムに旅行にいらしてくださるご家族もいらっしゃいました。 
  
そして最初は女性誌CREAから。そしてFRaUやゼクシィ、トリコガイドグアムやララチッタグア
ムなど、あっという間に、次々に雑誌の取材のご依頼や写真作品の提供、撮影のご依頼などをい
ただくようになりました（くわしくはこちらで！　https://ameblo.jp/nahono-t/entry-
12297084084.html）。 
 

  

写真上：ガイドブック『トリコガイド グアム』（エ
イ出版社）巻頭特集「グアム在住フォトグラファー
奈穂乃さんが案内します！”せっかくだから” ちょっ
と特別な グアム旅へ。」（p.6~11） 

写真左：女性誌『CREA』（文藝春秋社）「働く場
所を海外に求めた女性たち」 (2012年6月7日発売、
7月号) 

思いもかけないチャンスが次々と舞い込んでくる！ 
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好きなことをするだけでクライアントさんに喜んでもらえて、収入も作れて、社会的にも評価して
もらえる！まさに夢のようなカタチで働くことができました。 

こんな風に海外で何もすることのなかった完全専業主婦が、アマチュアから始めてフォトグラ
ファーとして収入を作り、雑誌にも特集されるようになったのは、わたしがしたいと思うことに
こだわり、したくないと思うことは絶対やらない！という姿勢を貫いたからだと思います。 
  

いろいろな方の意見は参考にするけれど、もし自分の中で違和感を感じるなら、その違和感を素
直に感じて、たとえ早道に思えてもその道は歩かない。 

いつも自分のこころの声を感じるように、自分とまっすぐに向き合って生きる。 

やってみたい！興味がある！と思ったら、失敗を恐れずにまずは動いてみる！ 

わたしの成功のベースは、ひたすらシンプルにこの3つなのだと思います。 
  

そしてもうひとつ！ 

帰国してから自分のこころの声がわからなくなり、数年間迷走した経験があるからこそわかる、
当時無意識にしていた、でもとても大切な成功ポイントがあります。 
  

それは……愛を循環させる！ 

ということ！ 
  
わたしが楽しいことをして、そのワクワクをわたしのフィルターを通してもっと大きく、もっとた
くさんに増やして、誰か（クライアントさんとか）に伝えていく。 
  

当時明確に愛を循環させる意図を持っていたわけではないけれど、わたしの写真で、クライアン
トさんの最高にハッピーな瞬間を切り取り、家族の絆を強めてもらえるきっかけを作りたい！と
いう気持ちが強かったので、無意識に愛を循環させていたのだと思います。 
  
単に収入がほしいとか、有名になりたいとかでは、たぶんこんな風に成功することはなかったん
じゃないかな～。 
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もしこの記事を読んでいるひとで、モヤモヤしたまま一歩を踏み出せないひとがいたら、まずは
『理想の人生』を探す旅を続けながら自分の気持ちをていねいに感じて、素直に向き合うところ
から始めたらいいと思います。 
  

誰かのお役に立てたら…と思いながら、明日は不妊治療ついて深掘りしていきたいと思います！ 

『理想の人生』を探す旅、明日もおたのしみに！ 
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第8夜　2017年10月8日  

「うまくいかない不妊治療/どんどん大きくなる被害者意識」 

＊＊＊　『愛の循環』を感じたいひとにオススメしたい『理想の人生』を探す旅　＊＊＊ 
  
誰かのためでも、誰かにわたしをわかってもらうためでもなく、41歳の今のわたしだから見える
これまでのわたしの人生を振り返ってみたくて、ちょうど一週間前の日曜日にこの連載を始めま
した（くわしくは第3夜で）。 

今のわたしにピッタリこない、自分の古いいくつもの“顔”＝アイデンティティを脱ぎ捨てたら、途
端にこれまでの人生が変わって見えて、わたしというフィルターを通じて、もっともっと『愛の循
環』を起こしたいと思うようになってきました。 
  

うれしいことに、初日から連日人気記事にランクインしてとてもたくさんの方に読んでいただき、
わたしが誰かの人生のお役に少しでも立てていると感じられて、毎日とてもうれしいです。 
  
今朝はチェリーホワイトさんがわたしの連載を読んでいてくださったみたいで、昨日の記事をリブ
ログしてくださいました。 
  

  * * * 

「先日からこちらのnahonoさんのブログを読ませて頂いていてすごく感動しています。 

　『愛の循環』という言葉が今の私にぴったりしっくりきます！！ 

　やっぱり世界は繋がっていて、欲しい情報がちゃんと届いてくれるんだって想います。 

　時代の流れ、変化の流れの時なのかな」 
  
  * * * 

  
 今日は、これまで自分の人生をすべて思い通りに動かしてきたという自信たっぷりだったわたし
が、生まれて初めて「こんなに願っても叶わない夢があるの？」と人生の挫折を味わった、妊活
と不妊治療について深掘りしたいと思います！ 
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＊＊＊　新婚でいきなりの最後通告！　 

「自然妊娠はほぼ不可能なのでハワイに行ってください」　＊＊＊ 
  
わたしが30歳、夫が33歳だった2006年の9月にわたしたちは入籍しました。 

わたしは結婚したら4年くらいは夫婦二人だけの暮らしをたのしんでもいいかな～という感じに思っ
ていたけど、夫の方がこどもをほしがっていて、結婚したらすぐにでも…という感じでした。 だ
から特に子づくり計画などせず、自然に任せてと思っていました。そうしたらすぐに妊娠するもの
だと、ふたりとも漠然と思っていたんですね。 

でもなかなかこどもができないので、2007年の7月にグアムの産婦人科で夫婦二人の不妊検査を
受けることにしました。 
  

当時の日本では2年間こどもができなかったら不妊認定されましたが、アメリカではすでにその期
間が1年で（日本も今は1年のようですね）、わたしたちも9月には入籍1年なので、少し早めの7
月に検査することにしたんです。 
  
今思うととてもカンタンな検査だけだったんだけど、産婦人科で容赦なく言われたのが… 
  

「真剣にこどもがほしいと思ってから3ヶ月以上が経っていて、しかもご主人のこの精子の数と運
動量では自然妊娠は無理だと思うから、ハワイで体外授精することを薦めるわ」 
  
まだ結婚して1年も経っていないわたしは本当にショックで、帰宅して夫が帰るまで大号泣。 

ネットで調べた情報の断片しか知らなかったわたしにとって、「体外授精」というのは、本当に
最後通告のように感じられました。 
  
しかも夫の精子の数や運動量が自然妊娠をするには少な過ぎるということも、新婚のわたしには
どう夫に伝えていいのかわからない…。 

彼をすごく傷つけるんじゃないかとか、アトピーの状態もすごく悪いし、やっぱり親のお仕事を
手伝っているストレスが大きいんじゃないかとか（わたしも経験済み！くわしくは第4夜で）。 
  
彼が帰宅するまでの間にものすごくいろいろなことを考えてしまって、結局わたしはこのときの気
持ちを彼に遠慮して、このあとず～～～～～～～～っと言えずに、抱えたままになりました。 

今思うと、このとき夫が帰宅するまでの間にわたしのなかに芽生えた意識は、その後の妊活や、
夫婦関係、そしてわたしの人生にさえ、とても大きな影響を与えたなと思います。 
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その意識というのは、「わたしは被害者だ」ということ。 
  

半年後に同じ検査をしてみたら、夫の体調も変わっているかもしれないから、それからの判断で
いいと思うとお医者さまに言われたものの、わたしの中では「不妊の原因は夫」。 
  
それも「ワンマンな義母に振り回され、グアムに住まなければいけないかわいそうな夫」のせい、
になってしまったんですね。 

だからわたしの無意識の中では「わたしは、ワンマン経営者の母親の犠牲になっている、二代目
経営者の夫の犠牲者」というように、ものすごい被害者意識が芽生えてしまっていたと思います。 
  

マインドを徹底的に学び、人生を意図的にクリエイトできるようになり始めた今、この意識の状
態を振り返ると、きゃ～！こわい～～～～～と思うくらい、自分で自分の人生が硬直していく状
態を、勝手に自分で作っていたって、今は本当にわかります！！！ 
  
  

＊＊＊　うまくいかない不妊治療／どんどん大きくなる被害者意識　＊＊＊ 

このブログの読者の皆さんは、わたしが今はママだと知っている方が多いと思うので結論から言っ
てしまうと、結婚してから6年間、わたしは不妊のことで本当に悩みました。 
  

最終的には体外授精をして、結婚7年目にようやく娘に出会えました。 

でも、医療のかなり遅れているグアムでの最初の不妊検査（もどき）は、あまりにも強烈な印象
をわたしに与えました。 

日本への一時帰国のたびに、グアムでできないちゃんとした不妊検査を受けたり、高い送料で高
い漢方薬を飲み続けたり、地道に基礎体温計測と排卵チェッカーを続けたり、グアムに住んでいて
もできることや、日本の一時帰国中にできることを一生懸命に探して取り組みました。 
   

でも結果がでない…。 
  

不妊治療のほとんどが、やっぱり女性にとても大きな精神的・体力的負荷がかかるから、無意識
に生まれてしまっていたわたしの被害者意識…。 
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 夫のせい 
 義母のせい 
 グアムのせい 

この3つの被害者意識が、どんどんわたしの中で大きくなりました。 
  
  

＊＊＊　人生の本当に大切なことを、誰かにゆだねていませんか？　＊＊＊ 

わたしの6年間の不妊治療の経緯については、もし聞きたい方がいらっしゃったらまた別の機会に
書きたいと思うけど、今こうして6年間の不妊治療のときのことを振り返ると、帰国してからの2
年間、すべてがうまくいかなくてうつ状態になりかけ、自殺でさえ頭をよぎったときの意識の状態
と、とても似たものがあることに気がつきます。 
  
それはまさに「被害者意識」そのもの。 

さらにそれを深掘りしていくと「他人任せ」という意識が見えてきます。 

自分が被害者だと感じているときって、相手（や環境など）のせいと思っているので、相手のアク
ション頼みで、とても受け身な状態ですよね。だから被害者意識が強くなるにつれて、ますます自
分から能動的にプロアクティブに行動することをやめてしまうと思います。 

イメージで言うと、自分の身を守るために、頭を抱えながら胎児のように小さく丸まって、ここ
ろもカラダもすべてを閉ざして嵐が過ぎ去るのをただひたすら待っている感じ。 
  

自分の人生のなかでとても重大なことでさえ、もう自分では決められない。 

自分で決めてうまくいかないことが怖いから、目をつぶりながら闇雲に刀を振り回し、結果的に
相手も自分ももっと傷ついてしまう。 

大切なひとや環境に「ゆだねる」つもりでいるけれど、本当は単に決める自信がないから、誰か
や何かの言いなりになっているだけ。 
  

そのうちに、最初の夢や希望、目標やその理由もいつの間にかわからなくなっていて、自分の手
に入らないモノやコトだけに気持ちがフォーカスしてしまい、本当だったら夢を手に入れる前の
せっかくのワクワクできる時間を（旅行に行く前が一番たのしいって言うでしょ！）、自分の手
で台無しにしてしまうんですよね。 
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今が単に「まだ手に入れていない状態」という、いわばニュートラルな状態に過ぎないというこ
とを忘れて、 
  
  
「わたしは持っていない」 
　　　　　⬇ 
「わたしは持てない」 
　　　　　⬇　　　　 
「それは〇〇のせいだ」 
　　　　　⬇　　　　 
「〇〇が変わらない限り、絶対に無理」 
  
  
というように、自分が手に入れたいものは、自分の能力や努力、行動では絶対に手に入れられな
い、としっかり意識してしまうので、その意識が現実を引き寄せ、本当に手に入れることができ
なくなるんですね。 
  

＊＊＊　他人任せから、自分で決めることにして　＊＊＊ 

不妊治療で悩んでいたときのわたしは、 

　この漢方薬を飲みさえすれば… 
　卵管造影検査をすれば… 
　日本で不妊治療を受けることさえできれば… 

というように、〇〇をすればとか、☓☓の環境にいられさえすればとか、今持っ
ていないものを手に入れられればこのゲームはうまくいく、というような感
覚でいたと思います。 
  

でもわたしはグアムで出会った友人たちをきっかけに、自分で自分の人生を選択することとか、
愛を循環させる生き方とか、すてきな人生のあり方をたくさん見ることができました。 
  

そのおかげで、わたしにとって依然とても重要なんだけれど、でも人生の中のひとつの点にしか
過ぎない「こども（妊娠）」というものから、もう少し視野を大きく広げ、毎日の生活をたのし
めるようになってきました。 
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ヨガやオーガニックな生活をすることでマインドがとても広がって「わたしが生きて、行動するこ
とで地球がちょっと喜ぶかもしれない」、そんな風に視点のモードが上がっていったんですよね。

  
この辺りのくわしいことも、またぜひ別の機会にゆっくり書きたいんですが、いずれにしても24
時間365日、意識的でも無意識的でも、たぶんいつでも頭から離れなかった被害者意識というも
のから視点が上がり、『愛の循環』に意識が向き始めたんですね。 
  

そうしたら胎児のように小さくなっていたわたしは、気がついたら気持ちよく手足を伸ばし、立
ち上がり、歩きはじめ、自分で自分の人生を決めることを決めました。 
  

「体外授精を受けよう」と決めたんです。 
  

＊＊＊　体外授精 → 流産 → 体外授精 → そして妊娠！　＊＊＊ 

わたしは今でも注射が怖くて仕方ありません。たぶん先端恐怖症なのですが、そのわたしが体外
授精を受けるというのは本当に大きな決断でした。 

しかもオーガニックな生活をするようになり、お薬も数年間一切使っていないし、体外授精は神
聖ないのちの領域に人間が無粋に立ち入るものだという考え方もなんとなくあって、体外授精す
るほどこどもに執着しなくてもいいんじゃないかって思ったりしていました。 
  
でもライフスタイルを変えて視野が変わり、自分で歩き出せるようになったわたしは、結婚した
らこどもがいるものだとか、夫を喜ばせてあげたいとか、こどもを通じてすてきなお友だちと出
会いたいとか、そういう気持ちからこどもがほしいのか、それとも本当にわたし自身がこどもを
ほしいと思っているのか、しっかり自分の感情と向かい合った結果、やっぱりわたしはこどもが
ほしい！と感じていることを自覚して、体外授精を受ける決心をしました。  

実際、かなり生理不順だったわたしが、グアムから一時帰国しながら治療を受けるのは至難の技
でした。いつ排卵するかわからないので、採卵直前に夫の精子を採取するため、何度夫の帰国の
フライトの日にちを変更したかわかりません。 
  
病院が実家から遠いこともあり、一時帰国中はひとり暮らしだったんですが、治療のための自己
注射が怖くて、自分ではとてもできなくて遠方からお友だちに来てもらったり…。 
  
不妊治療のためだけの帰国。 
何もすることのないひとり暮らし。 
非日常の中での病院通い。 
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1回目の体外授精で見事妊娠し、その後流産したときは、これほど泣いたことはないというほど一ヶ
月間泣き暮らしましたが、１周期空ければ次の治療ができるとお医者様に言われていたので、1周
期だけ空けてすぐに帰国。 
  
今度はできるだけ精神的に追い込まれないように、3ヶ月間のマクロビオティックの学校を申し込
み、不妊治療のためだけに帰国するのではなく、帰国にたのしみを重ねてみるようにしました。 

でも成田空港から直接、湘南台の先生のところに行って検査すると、卵巣がまだ疲れているから
今周期での治療はやめたほうがいいとのこと。 
  

グアムでの撮影のお仕事も、日本での暮らし方も調整して、数ヶ月の日本での滞在費や治療費を捻
出して（当時1ドル＝80円台だったので収入がドルベースの私たちにはツライ！！！！）、そして
何よりこれが最後のチャレンジと決めて一大決心をして帰国していたので、このままグアムに帰り
なさいと言われたようで、先生の前で号泣。 
  

でもわたしは決めていたので、不妊治療で日本でも有数のお医者さまでしたが、先生を説得して
治療を再開することに。 
  
強いお薬を使ってわたしのカラダの限界を見極めながら治療を始めましたが、先生がおっしゃる
ように卵巣が疲れていたようで、名医と言われる先生でもなかなか排卵の予測がムズカシイ状態。

夫のフライトも何度も変更しましたね…。 

  
こうしてできた、たったひとつの受精卵をわたしのカラダに戻したとき、モニターで先生がそっと
わたしの子宮に受精卵を戻すのを見ながら、 
   
「あ、今わたしの中に、いのちが宿った！」 
  
という感じがわかりました。 

今でも忘れられない胸がキュンとする感覚です。 

ちょっと怖いけれど、でもわたしの中の生命の存在を確信しながら、妊娠しているかどうかの採
血検査を受け、「おめでとうございます！妊娠です！グアムに戻るのはいつ頃を考えています
か？…」という言葉を先生から聞けたときは、本当に本当にうれしかった。 
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写真：グアムの仲間たちとのプライベートビーチでのパーティーの夕方。  

何度でも妊娠したいと思うほど、最高にしあわせなマタニティライフを過ごせました♥ 

＊＊＊　決めて、引き受けて、頼って、感謝して　＊＊＊ 
  
以前は被害者意識にまみれていたわたしでしたが（苦笑）、わたしが（も）こどもがほしいのだ
から、わたしができることをわたしがする。 
  
そう決めて、わたしはどんな結果も自分で引き受けることを決めました。 

今思うと、そう決めてからのわたしの行動力は我ながらすばらしかったなって思います。 
  

実際あのときは、自分がほかのひとより恵まれていないことよりも（グアム在住とか、ドルで支払
うとか、受精卵がたくさんできないとか…）、今自分にできることをひとつずつやってみよう！
ということにフォーカスしていました。 

でもそれは、たったひとりで奮闘することじゃなくて、夫を頼り、両親を頼り、お友だちを頼り、
一緒に夢を叶えるために彼らにできることをしてもらい、それをありがたく受け取ることでした。

  

お仕事のあと毎晩Skypeでわたしを励まし、コロコロと変わる治療の予定に合わせて、何も言わ
ずにお仕事の都合を調整し、義母を説得しながら治療のためにグアムと日本を往復してくれた夫。 
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流産の悲しみに一緒に涙し、採卵や受精卵を戻す日にはいつも付き添ってくれていた母。 
  
アメリカからの一時帰国中でしかも妊娠中に（あとで知ったのだけど）、夜10時の注射のために
片瀬江ノ島からみなとみらいまで来てくれた親友。 
  
往復2時間かけて通院して治療し、妊娠してからはつわりがひどくてみなとみらいから出られない
ひとり暮らしのわたしのために、都内から次々と遊びに来てくれた友人たち…。 
  

本当にたくさんの人たちの愛をこころからうれしく思って受け取れたから、わたしの決めた未来
は実現したのだと思います。 
  

こどもがほしいと思っているとき、不妊治療をしようかどうしようか迷っているとき、そして不
妊治療の真っ只中にあるとき、決めることも、引き受けることも、感謝することも、とても難し
くなってしまうことがあると思います。 

そんなときわたしのこの体験を思い出してみてもらえたらうれしいです。 

  
あなたの中に愛が満たされて、 
あなたが受け取ったその愛を、 
あなたを通じてもっともっと 
誰かに、世界に、 
循環させるイメージができたとき、 

  
あなたの決めた未来は必ず実現します。 
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写真：最初の体外授精で流産した赤ちゃんを、グアムの海に戻してあげていたので、 

2回目の体外授精で妊娠し、安定期に入ってグアムに戻ってきた時に、赤ちゃんに報告をしに行きました。 

それでは明日は待望の妊娠・出産を経て、グアムを離れることを決めるまでを深掘りしていきたい
と思います！ 
  

『理想の人生』を探す旅、明日もおたのしみに！ 
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第9夜　2017年10月9日 

「最幸で、最悪な、子育ての日々」 

＊＊＊　これまでの人生を多面的に見られるようになるとすばらしい 
『理想の人生』がみつけられる！　＊＊＊ 

今のわたしにピッタリこない、自分の古いいくつもの“顔”＝アイデンティティを脱ぎ捨てたら、途
端にこれまでの人生が変わって見えてきて、そんな今のわたしの目でわたしの人生を振り返って
みようと1週間前に始めたこの連載（くわしくは第３夜で）。 
  
うれしいことに初日から連日アメブロの人気記事にランクインしているのですが、記事を読んでく
ださった方から毎日わたしもやってみましたとご報告をいただくようになり、そしてもうすで
に！！！！人生に大きな変化が見え始めた方もいらっしゃるようなんです！ 

  
1996年度ミス日本（ミス水着）を受賞されたvenusMINAKOさんは、去年の11月の始めに出会っ
た方。わたしのブログに触発されてクローゼットの整理を始めたところ、数日後のステージで不
思議なことが起こったようなんですよ（鶴賀奈穂乃さんに触発され、クローゼット整理をやって
みたら、、、）！ 

  
他にもすでにパラダイムシフトを体験している方からご報告があったりして、わたし自身のために
書き始めたブログだったけれど、こうしてみんなと喜びをシェアできて本当にうれしい。 
  
まず自分を愛して、大切にして、満たされた自分というフィルターを通じて、誰かにもこの愛を循
環させたい！と決めて行動したら、テクニックとかやり方とかノウハウとかそういうことは関係
なく、『愛の循環』が自然と始まるのだとこころから実感しています。 

  
それでは今日は6年の不妊治療を乗り越えて、グアムでの最高のマタニティライフと出産、そして
次第に追い詰められていく子育て生活について深掘りしたいと思います。 

＊＊＊　わたしの人生で最高にしあわせだったマタニティライフ　＊＊＊ 

妊娠経験のある女性同士でマタニティライフについて語り合うと、ものすごくたのしいマタニティ
ライフだったというひとと、もう最悪だったというひとと極端に分かれる気がします。 
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わたしは人生で最高にしあわせな時期のひとつに、妊娠していたときが挙げられます。 

写真：わたしのBaby Shower（出産前のお祝いパーティー）をしてもらったとき。 

オーガニックな暮らしを愛する仲間たちや、グアムで知り合った日本人のおともだちたちと♥ 

体外授精が成功して（くわしくは第8夜で）、授精から無事に約10週間が経ったので、つわり真っ
只中でしたが、夫にグアムから迎えに来てもらって、無農薬玄米とか2年熟成のお醤油1ケースと
か、お腹のあかちゃんにいい食べものなど、100キロ近い荷物と一緒にグアムに戻りました。 

グアムに戻ると、わたしの不妊の悲しみを知っている、オーガニックな暮らしをする、本当に素敵
なGarden Day（ガーデンデイ）の仲間たちや、わたしに愛とパワーを送ってくれていたヨガの先
生で、大切な友人でもあるLissaがこころから温かく迎えてくれました。 
 

写真：グアムですてきなケーキを作るArminには、とてもかわいら
しいベビーシャワーのお祝いケーキを作ってもらいました！ 
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お腹が少しずつ大きくなってきて、妊婦さんだというのがわかるようになってくると、スーパーの
レジのひとやレストランのウェイターさんたちも、見知らぬわたしにCongratulations！（おめで
とう！）と声をかけてくれます。 

グアムのおうちでは廊下にハンモックを吊るしていたのですが、妊娠すると本当に睡魔に襲われ
るので、お腹の赤ちゃんと一緒に、いつでもハンモックに揺られながらお昼寝。 

気持ちよく寝込んでしまったら、お食事の準備をしないうちに夫が帰ってきちゃったなんてこと
もよくあったのですが、そうすると夫が代わりにごはんを作ってくれたり、ふたりで外食をしに
行ったり。 

物心がついてから、こんなに正々堂々と愛されることを、なんの躊躇もなく受け取れたのは、も
しかしたら初めてだったかもしれません。 
 

写真：ベビーシャワーのパーティーに来てく
れたみんなのおみやげに、かわいいアイシン
グクッキーまで作ってくれたArmin（右）と、
わたしの絵を描いてプレゼントしてくれた
Hisaeさん（左）は、今でも大切なおともだち。

＊＊＊　最高にスムーズで愛に満たされたグアムでの出産　＊＊＊ 

グアムには出産できる場所がおもに2箇所しかありません。それ以外は基本的に自宅出産。 

1箇所はグアムにひとつだけあるGuam Memorial Hospital（通称GMH）という総合病院の産婦
人科。もう1箇所は、Sagua Managu（通称サグア）という産院。 

わたしはできるだけ自然分娩にこだわり、麻酔はもちろん陣痛促進剤なども必要なければ使わな
い方針を取りたかったので、いろいろとリクエストの出せる産院で出産することを決めていまし
た。 
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体外授精をしてからぴったり40週の予定日、朝、おしるしというちょっとした出血がありました
が、わたしは数日後が満月だったので、出産は満月の夜かな～なんて思っていました。 

その日は夫の週に1日のおやすみだったので、出産の応援に来てくれていた母と一緒に、3人で産
前最後の外食かもね～なんて言いながら、ホテルニッコーグアムの桃李ですばらしいグアムの海を
眺めながらランチを食べ、スーパーに買い出しに行って、帰宅してから3人で映画を観て、夫がディ
ナーにパエリアを作ってくれることになりました。 

お買い物のときくらいから軽い生理痛のようなものを時々感じてはいたものの、全然気にしない
でいたら、映画を観ている途中から、もしかして出産って今晩？？？？？って密かに思い始めま
した。そこであらかじめiPhoneにダウンロードしていた陣痛記録アプリを起動して、お腹が痛く
なると陣痛の記録を取り始めました。 

やっぱり陣痛っぽい感じがするので、冗談めかして「もしかして出産って今日だったりして～」な
んていうと、夫も満月の夜に出産だと思っていたので、初産だし今晩じゃないでしょ～なんて言っ
て、ふたりともずいぶんのんびりしていたんですね。 

でも夜7時頃、ごはんを食べながらいよいよ痛くなってきて、パエリアもあまり喉を通らず、痛み
が来るとリビングをぐるぐる…。 

これは結構本当に出産するんじゃない？と思って産院にお電話してもらうと、初産の場合、早く
産院に来過ぎるひとが多いので15分くらいかけて質問されて、わたしはだんだんイライラ…。 

「痛いんだから早く連れてって！」 

夫がなんとか電話口のひとを説得して、いざわたしたちは産院へ。 

人気のない暗い待合室を抜け、夜の産院の受付カウンターに行くと、あらかじめリクエストして
いたとおり、分娩台の代わりにクイーンサイズのベッドで出産する、大きな個室に通してもらうこ
とができました。 

まずは診察するからと、バスローブに着替えるためにそれまで着ていたお洋服を脱いだ途端に破
水（お洋服はまったく汚れずセーフ）！ 

看護師さんたち数人がいるところだったので、すぐに助産師さんが呼ばれて診察すると、すでに
子宮口は7センチ開いていて（10センチ開いたらいよいよ出産！）、助産師さんに「あなた本当
に初産なの？よくここまでがまんしたわね～」と驚かれました（ほんとに初産でしたよ～）！ 
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そこでわたしはクイーンサイズベッドの上で黄色いバランスボールにしがみつくように四つん這い
になって、陣痛が来ると痛みを逃していました。 

付き添っていた夫はわたしをさすってくれていましたが、痛みが強くなってくるとシンギングボー
ルを鳴らしてくれたり、般若心経を唱えたり。 

グアムの産院では、ありとあらゆることを事前にリクエストできて、わたしたちもヨガマットや
ら、アロマポットやら、好きな音楽をかけるためのスピーカーやら、いろいろ持ち込んでいたんで
すが、産院到着と同時に出産が始まったので、何も使う暇もなく…（苦笑）。 

子宮口が10センチまで開き、いよいよ分娩！わたしは四つん這いになったまま夫の肩をがっしり
掴んでいきみます。 

途中でやめたいという気持ちが頭をかすめるほど痛いんだけど、でも出産あるあるで聞くような、
叫んだり罵声を上げたりということはまったくなく、産院に到着した途端に破水してから約2時間
後、陣痛が始まりだしてから約8時間後の、夜10時46分に娘が生まれました♥ 

こんなにピースフルでスムーズで、まるでヨガを見ているような出産は初めて！とベテラン助産師
さんに言われるほど、本当に愛にあふれてすばらしい出産の経験になりました。 

　　　　　 

写真：本当はへその緒を切らずにお腹に乗せたかったけれど、 
へその緒が短すぎたので（苦笑）、夫がへその緒を切って娘をわたしの胸の上に乗せました。 
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＊＊＊　最幸で、最悪な、子育ての日々　＊＊＊ 

グアムでは自然分娩だった場合、分娩から24時間以内で退院しなければいけなくて、わたしも夜
11時前に出産したので、翌日の夜6時くらい、つまり分娩後20時間くらいで母の待つ自宅に帰り
ました。 

夜遅くに出産したあとは興奮で全然眠れなくて、出産したクイーンサイズのベッドで娘を真ん中に
置いて夫と3人で横になっていたものの、夫と感動の瞬間について話したり、信じられない気持ち
で娘の寝顔を眺めたり。そのうち夜が明けて朝が来て、お向かいの教会の鐘の音が鳴ると、ほど
なくして娘の診察やらわたしの診察やらが始まって、出産という一大イベントを挟んで36時間く
らいほとんど寝ていない状態で、休む間もなく始まる娘のお世話…。 

なんで泣いているのかまだよくわからないので、ベビィちゃんが泣き始めるとおっぱいをあげるの
だけど、ちゃんとあげられているのか全然自信がなくて。 

夜泣きをすると心配で、毎晩、産院に半泣きで通うはめに…。 

夫のおやすみはこの一日だけだったので、翌日からはお仕事が始まりました。英語が話せず、運
転もできない母とふたりだと、わたしが運転しないとお買いものにも行かれないので、結局、母
と娘と3人で家にこもる日々…。 

夜は夫がレストランに出なければいけないので、寝かしつけなどは絶対にわたしのお仕事。 

どんなに疲れていても、娘が寝てくれなくても、来る日も来る日も夕方5時にはお夕飯を食べ、太
陽が沈む頃にはお部屋を真っ暗にして、寝るのが下手な娘を抱っこしながら3時間家中を歩き続け
ることもしばしば。 

あまりに辛くてレストランにいる夫にお電話して、もしお店が混んでいなければ少しだけ帰宅して
ほしいと涙ながらに訴えたこともたびたびでした。 

＊＊＊　みんなの愛を、素直に喜んで受け取ること　＊＊＊ 

わたしのグアムでの子育てはすばらしくよかったことと、最悪だったことと、本当に両方ありま
した。 

最悪だったことというのは、海外出産で頼れるのは夫だけなのに、産後もっと働くようにと言わ
れた夫が、ますますお休みが取れなくなり、現地のひとやアメリカ人たちだけでなく、海外駐在
で来ている日本人でさえ、奥さんの産後しばらくお休みが取れたり早く帰宅できたりするところ、
うちはまったく真逆だったということです。 
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産前は夫の忙しい不規則な予定にわたしができるだけ合わせていたけれど、産後はそれこそ生死
がかかっている生まれたばかりの娘のお世話と、夫のスケジュールとの間に挟まれることになり
ました。家族そろってゆっくりお食事するのはおろか、夫がしょっちゅう家とレストランを往復
するので、娘のペースに合わせてお昼寝しても落ち着かず、他に手を借りられるひとがいないので
心身ともにどんどん疲弊していきました。 

一方で、小さい赤ちゃんを連れて歩いているだけで、本当にいろいろな人たちから（友人知人は
もちろん、見知らぬひとからも！）おめでとう！と言われるだけじゃなくて、あなたのBabyはほ
んとうに宝ものね！本当に天使のようなBabyね！というようなことから、こんな天使ちゃんを産
んでくれてどうもありがとう！と、こどもだけじゃなくて、母親にも賞賛や労いの言葉をかけてく
れるひとがたくさんいて、マタニティライフのときと同じように、とてもそれがしあわせだったん
ですね。 

今思うと、マタニティのときも、産後こうして声をかけてもらうときも、とてもしあわせに思った
というのには大きな理由がある気がします。 

それはわたしの中に、愛すべきベビィが宿っていたり、ただ存在するだけですばらしい小さない
のちを抱いていることで、誰かがわたしをほめてくれたり、労いの言葉をかけてくれたりしたとき
に、とても素直にその愛や気持ちを受け取ることができたからなんじゃないかと思います。 

わたしは両親にとても愛されて育ったという確信がありますが、でも第4夜「あるがままのわたし」
を受け入れてほしかった波乱万丈の日々で書いたように、「あるがままのわたし」でいるだけで
愛される存在なんだ、という点において、とても不安を持っていたところがあると思うんです。 

だから妊娠していることや、新生児のベビィちゃんを育てる経験を通じて、わたしはもしかしたら
初めて、みんなの愛を素直に喜んで受け取ることができるようになったのかもしれません。 

＊＊＊　「わたしが頑張らなくちゃ」は、危険サイン　＊＊＊ 

娘は本当に天使のようで、夫もわたしもありったけの愛を注ぎ、娘の存在に癒やされることがた
くさんある反面、忙しくてゆっくりお休みの取れない夫のため、生まれたばかりでお世話が必要
な幼い娘のために、わたしは一生懸命になりました。 

ゆっくり休みたくても休めない。 
のんびり家族でサンセット時のビーチをお散歩したくてもできない。 
家族ぐるみのイベントに行きたくても、わたしは新生児とふたりだけで遠出をしなくてはいけな
い。 
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お仕事がしたくても、精根尽き果てていて無理…。 

こうして毎日がんばっているうちに、やっぱりわたしの中には被害者意識が芽生えてしまったんで
すよね…（くわしくは第8夜で）。 

そして、誰かのために何かをしたいなら本当は一番大切な、でもとても忘れがちなこと、つまり、
まず自分を愛して大切にする、ということを、やっぱりいちばん後回しにしてしまっていたんで
す…。 

自分で自分のことを大切にしてあげることができないと、自分の中の愛が枯渇してしまうんですね。

自分の中の愛が枯渇してしまうと、どんなカタチでもいいから他人から愛されようとして逆に自
分自身を傷つけることをしたり、素直に他人からの愛情を受け取れなくなったり。 

実際、お仕事がどんどん忙しくなる夫も、わたしと同じように疲れていたのだと思いますが、で
も子育てを始めたわたしは、私自身を愛で満たしてあげることを忘れ、さらに夫からのありあま
るほどの愛情を受け取れなくなってしまったのかもしれません。 

出産後、夫婦の関係が変わると聞きますが、わたしも今までずっとそのように感じていました。 

産前の7年間のわたしたちの関係があまりによかったので、またあの頃のわたしたちに戻りたいと
思ったり、こどもができたのだからそれはやっぱり不可能なことなのかな…となんとなく考えた
り。 

ふと、今の夫婦のカタチをさみしく思うこともあるけれど、あまりの忙しさにそんなことすぐに
忘れて、また日常に戻る…の繰り返し。 

でもわたしが自分をこころから愛して大切にすることを始めるようになってから、明らかに夫と
の関係も変わってきました。 

昨晩、湘南から等々力にお引越しする前に、娘が大好きな江ノ島水族館に行って、親友の従兄弟
のお店でごはんを食べて、寝てしまった娘を自転車の後ろに乗せて、夫とふたりで夜風の中、気
持ちよく自転車を走らせていたら、夫がふと言いました。 

「今、人生で一番しあわせだと思う。愛する家族がいて、僕自身も自分らしくいられて。」 
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わたしが自分を愛して大切にし始めたら、わずか2週間のうちに夫まで自分を愛して大切にし始め、
しあわせだと感じるようになり、夫婦の関係までよくなってきたんです！ 

それでは明日は9年を過ごしたグアムを離れ、日本に帰国してからのことについて深掘りしていき
たいと思います！ 

『理想の人生』を探す旅、明日もおたのしみに！ 
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第10夜　2017年10月10日 

「本当に好きなことをして生きていいくのは、甘い考え？」 

＊＊＊　『理想の人生』をみつけるためのヒントは、これまでの人生に隠されている！　＊＊＊ 

小さいときからいつでも猪突猛進でたくさんの夢を叶えてきたわたし。 

でも2年前から何に向かって突き進んだらいいのかわからなくなってしまい、迷走状態に陥ってい
ました。 

ところがクローゼットに10着だけ残して他のお洋服を一斉処分をしたところ、今のわたしにぴっ
たりこない"顔”＝アイデンティティまで脱ぎ捨てることができて（くわしくは第3夜で）、次々と
発想の大転換、パラダイムシフトが起きて、さらにはどんどん引き寄せまで起きるように！ 

この連載も連日人気ブログ記事にランクインしていて、読者の方からもパラダイムシフトや引き寄
せのご報告を次々といただいて、昨日はとうとうわたしの母からもうれしい報告が！ 

なんと、父の学院を譲渡する前に買っていた（くわしくは第4夜で）高級なスーツをいくつも捨て
られずに持っていた母が、とうとうクローゼットをきれいにして、45Lのゴミ袋に靴は1袋分、お
洋服は9袋分処分したというんです！ 

そして「こんなに気持ちいいなら、もっと早くやっていればよかった～」なんて言ってくれ
て！！！！！ 
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この連載を書きながら、父や母との関係についてもたくさんのパラダイムシフトがあり、母には絶
対にしあわせになってほしいって、こころから思っています。 

「しあわせになってほしい」というよりも、 
「しあわせを実感してほしい」という感じが正しいかな。 

少しでもたくさんのひとに『理想の人生』を探す旅に出て、本当に自由な人生、FREE LIFEを生
きてもらえたらこんなにうれしいことはありません。 

というわけで、今日はたぶんみんなが興味があると思われる「好き」と「仕事」の両立について 
深掘りしてみたいと思います！ 

＊＊＊ 　本当に好きなことをして生きていくのは、甘い考え？　＊＊＊ 

夫は母親がグアムで20年近く経営するレストランを、わたしは父が20年近く経営するセラピスト
育成校を、親が高齢になってきたという理由から、そして親の役に立ちたいという気持ちから、2
代目として経営を手伝っていた経験があります。 

ふたりとも親のビジネスに入るときの動機は「親を助けたい」という気持ちだから、自分にそれ
が向いているとか、それがとても好きだとか、そういうことは全然考えていなかったんですね。 

わたしは義母のレストランを手伝っている夫と結婚してグアムに嫁いだんですが（くわしくは第5
夜で）、なんとなく夫がこころからそのお仕事を楽しんでいるように見えませんでした。 

だから夫に「本当にしたいことって何？」って質問したことが何度かあります。 

夫が本を出したいと言ったら、たとえばポータルサイト「Excite」のライターのお仕事を紹介した
り、東日本大震災のあと、被災地復興支援パーティーをしたいと言えば、グアム中のアーティスト
に声をかけて作品を提出してもらって、チャリティのお手伝いをしたり、いつでも夫の夢を全力
で応援してきました。 

わたしがいつも本当に自分がしたいことに向かって全力で突っ走って、たくさんのものを手に入
れられたし、後悔したことがないから、愛する夫にもそんな人生を歩んでほしいと勝手に思って
いたんですね。 

ところが9年間のグアム生活の間に何度も、夫が本当にしたいことは何か、夫が本当にしたいこと
をできているかと質問し「本当にやりたいことをお仕事にしてほしい」と彼に伝えたある日、 
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「本当にやりたいことだけをして食べていかれるほど世の中は甘くないんだ」と言われました。 

とてもびっくりしたしショックでした。 

グアムに住んでいたとき、わたしは"鳥かごに閉じ込められた鳥”のように感じていたけれど、それ
でも本当に好きなことだけをしたい！という気持ちを、わたしは失っていなかったからです。 

そしてあの日から、わたしの頭の中で「働くって、そんなに苦しいものなの？」という問いかけ
が、ぐるぐると頭の中をめぐるようになりました。 

＊＊＊　本当に生きたい人生を生きられる舞台を求めて…　＊＊＊ 

わたしの生きたい人生は、家族が仲良くおいしいものを一緒に食べられて、行きたいときに数週
間単位で暮らすように海外に行かれて、大好きなひとたちとホームパーティーをして、経済的にも
豊かに暮らすことでした。 

この点、グアムはとにかくおいしくて新鮮な食材が少なく、島外に出ようと思うと時間もお金も
かかり、夫のお仕事がら長期で家を空けられず、大好きな家族や友人は日本にいるという、わた
しにとっては三重苦…。 

それでも食材が豊かでなくても、夫とふたりのときは時間をみつけて必ず毎週外食をしたり、ふ
たりでキッチンに入って仲良くディナーを作ったりしていましたが、娘が生まれて、わたしの唯一
の楽しみの、週に1回だけでも夫婦ゆっくりと水入らずでお食事するという息抜きがままならなく
なってしまいました。 

こうして第9夜でも書いたように、わたしの中の被害者意識が強くなっていき、娘が1歳半のとき、
わたしはとうとう肺炎になってしまいました。 

さらに元気が取り柄の娘までかなりひどい肺炎になり、一時はとても危ない状態に…。 

なんとか肺炎から回復したものの、娘もわたしも数ヶ月なかなかひどい咳が抜けません。 

ちょうどその頃ハワイからナチュロパス（自然医療）のドクターが来島していたので診ていただ
いていたところ、 

「あなた、何かものすごく気がかりなことがあるんじゃない？」と言われました。 
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「肺や気管支は感情と深くリンクしているから、あなたのこころが元気になったときにこの咳は
治るから」 

「幼いこどもは母親と一心同体だから、あなたが元気になれば彼女の咳も治るから、まずはあな
たが元気になることを考えて」 

わたしはポロポロ涙を流しながら、結婚してグアムにきてからずっと我慢してきたこと、辛くて辛
くて仕方なかったことをドクターに話しました。 

それから1ヶ月、わたしは来る日も来る日もどうしたらわたしが元気になって、娘も元気になれる
のかを考えました。 
   

夫のために 
娘のために 
義母のために 
お店のために…。 

そう想ってずっと見て見ぬふりをして置き去りにしていた、ワタシノキモチ。 

2014年の12月31日。 

わたしは意を決して夫に言いました。 

「日本に帰りたい。3人で日本に帰りましょう」 

こうしてわたしたちは、2015年3月23日に約9年を過ごしたグアムを離れ、日本に帰国しました。

＊＊＊　やっぱり好きなことをして生きるのはムズカシイ？！　＊＊＊ 

日本に帰国してわたしは夫と一緒に起業したいと思っていました。 

でも夫は夫婦で起業すると収入が安定しなくてリスクが高いから就職すると言います。 

そこでわたしも夫の就職をできるだけ応援したいと思いましたが、唯一リクエストしたのが、飲
食業などの、夜や休日こそ働かなければいけない職業はやめてほしいということでした。 
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わたしたち家族が仲良く家族そろってお夕食をゆっくりと楽しめるようになるというのが、わた
しが元気になり、娘も元気になるために絶対に必要だとわかっていたからです。 

でも9年間をグアムのレストランオーナーとして過ごした40代の男性が、サービス業以外で就職す
るのは思っていた以上に難しいことでした。 

わたしの貯金や株を切り崩し、先が見えない不安の中で、飲食業やサービス業以外での就職に、
本当にこだわるべきなのか、さすがのわたしも不安になりました。 

でもここでくじけたら、何のために帰国したのかわからなくなってしまう…。 

そんな不安の真っ只中にいるときに、わたしの父が200万円を支援するから、これを資本金にし
てふたりで起業しなさいと言ってくれました。 

「この200万円は返さなくていい。もし失敗したら、それはわたしの見る目がなかったというこ
とだから。でもこれで必ず立ち上がりなさい」 

それが父の言葉でした。 

生死をさまよい、事業を手放し、自分たちの老後のために本当に少しだけ手元に残ったお金を、
こうしてわたしたちに託してくれる…。 

本当に感謝しかなく、だからこそ父が喜ぶ事業を始めたいと思いました。 

そこでわたしたちは人脈も経験もバックグラウンドもないのに、高齢者ビジネスで起業してしまっ
たのです。 

結果は本当に困難を極めました…。 

モニターとしてサービスを受けた方は、皆さん本当に喜んでくださるのだけど、なかなかそこか
ら先に進むことができませんでした。 

営業が得意だった父が営業経験の乏しいわたしたちを助けるため、営業を手伝ったりしてくれま
したが、一向に売上につながりません。 

父の提供してくれた資本金もどんどん減っていきます。 
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ただただ焦りだけが大きくなり、精神的にどんどん追い詰められていきました。 

もう好きとか嫌いとか言っている場合じゃありませんでした。 

とにかく立ち上がらなければ。なんとかしなければ。 

自信がなくても、不安でも、アイディアを出しては行動してというのを、心身の限界まで繰り返し
ました。 

やっぱりどんな仕事でもいいから就職したほうがいいんじゃないか…。 

父を除く家族・親戚皆がそう思い、わたしでさえそんな想いを抱くようになりました。 

＊＊＊　本当に生きたい人生を、自分でクリエイトするということ　＊＊＊ 

こんな苦しい状況の中、帰国してから1年半、起業してから1年が過ぎたとき「本当に生きたい人
生を、自分でクリエイトする」という考え方と出会いました。 

わたしはまさしくこれだ！と思ったけれど、長く我慢を溜め込んでいて、さらにあまりにも苦し
い時間を過ごし、将来の展望もまったく見えず、ただもう生き抜いていくことさえも難しいんじゃ
ないかと思っていたので、いざ「本当に生きたい人生」と言われても、それが何なのかわからな
くなっていました。 

このわたしが！ 

いつも射手座らしく、夢に猪突猛進だったわたしが、どんな人生を送りたいのか全然わからなか
くなっていたんです。 

「本当に生きたい人生」をみつけるのは、とても苦しい作業でした。 

だって今の状況や環境にまったく関係なく、本当に生きたい人生を想像しようとすると、次から
次へと、 

でも… 
でも… 
でも… 

が浮かんでくるんです。 
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「いつでも自由に旅行がしたい！」という気持ちが思い浮かぶと、でも、そんなお金いったいど
こから出てくるの…とか。 

「出産前のように、夫といい関係が築きたい！」という気持ちがよぎると、でも、こどもができ
たらなかなかそうは行かないはず…とか。 

夢を描こうとすると、自動的にいろいろな制限が出てきて、わたしの夢が羽ばたこうとするのを
いちいち阻止して、そしてとてもとても悲しい気持ちになるんです。 

絶望的な気持ちといってもいいかもしれません。 

夢を先取りしたような気分で、今の自分よりもちょっと上のステージのことをすると聞き、いつ
もより少しだけいい外食をしてみたり、食卓にお花を生けてみたりしても、全然夢は実現しませ
ん。 

今はやりの引き寄せの法則も、自己啓発も、マインドなんちゃらも、わたしたちには効果がない
のかもしれない…。 

何度も人生を諦めかけて、それでも歯を食いしばってなんとか人生の崖っぷちにいたのは、娘の
存在があったから。 

ただそれだけでした。 

＊＊＊　ワクワクするということ　＊＊＊ 

「なぜ就職しないのか」 

親戚からは強く言われていましたが、わたしの中に残されていた本当に一片の“わたしらしさ”は、
それが最良の選択肢ではない、と言っていました。 

理性では、就職しなさいと言われると迷うのだけれど、こころではアラームが鳴るんです。 

なんでなんだろう？ 

もうわたしにさえ、何がなんだかさっぱりわかりませんでした。 
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そしてしまいには、むしろビジネスを学んだり資格を取ったりするより、わたしたちに残された
最後のチャンスは、自分たちのマインドを整えることにあると思い至りました。 

そして今のこの危機を乗り越えたいなら、わたしひとりではなくて、夫とふたりでマインドを学
ばなければと、夫の説得を試みることにしました。 

100万円単位で必要になる費用をどのように捻出するのか、仮に捻出できたとしても、マインド
を学ぶために本当に使っていいのか、何日も何日も夫と話し合いました。 

この話し合いの中で離婚の話も浮上し、合意に達したときもありましたが、こうして自分たちの
感情に真正面から向き合った結果、わたしたちはやっぱりこの家族で、このチームで、この3人で
生きていきたい、夫もわたしもそう気がつくことができました。 

わたしはこの３人でたのしく生きている未来を想像してみました。 

家族3人が、仲良く笑顔でいる様子です。 

でもそのイメージの中のわたしたちは、3人だけではありませんでした。 

わたしたちと一緒に両親がいて、義母たちがいて、友人たちがいる…。 

するとあんなにイメージするのが難しかった、本当に生きたい人生のイメージが、ワクワクと一
緒にどんどん湧いてくるんです。ワクワクの翼に乗って、次々と夢が現れて、自然と笑顔がこぼれ
てきます。 

そこでわたしは意を決して、このことを両親に相談することにしました。 

年老いた両親に相談するのは絶対にしたくないと思っていましたが、事業や自宅を手放して、人
生の最後を惨めに想っている両親の夢も叶えてあげられるわたしたちになると決めて、ワクワクし
ながら話したら、最初は渋い表情でわたしたちと目も合わせてくれなかったのに、いつの間にか
両親の顔から笑みがこぼれ、そして笑い声が漏れてきました。 

「もう長いことこんなにワクワクしたことなかったわ。なんだかワクワクして笑っちゃうのよね」

両親はそう言って最後の貯蓄から、わたしたちを支援してくれました。 
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それからわたしたちは、ワクワクすることを探すようになりました。 

最初は、不安や恐怖の方が大きくて、上手にワクワクをみつけられなかったり、ワクワクを貫く
ことが怖かったりしましたが、次第に自分たちのワクワクに自信が持てるようになってきました。

するとわたしたちのワクワクに反応して、ひとが集まってきてくれるようになりました。 

ワクワクを大切にしながら、数億円から数十億円の年収を手に入れる、いわゆるこの社会の大成
功しているひとたちと知り合い、親しくなるようになりました。 

本当にワクワクすることだけをして、大好きなことだけをして成功することってできるんだ！ 

もし何か違和感を感じることがあったら、理性や頭で考えて、その違和感を無視しないで、違和感
をしっかりと感じて向き合い、手放すようにしていきました。 

すると、さまざまな幸運や出会いが引き寄せられ、収入が作れるようになってきました。 

想像してもいなかったチャンスが巡ってくるようになったんです。 

＊＊＊　愛やワクワクのエネルギーを増やして拡散する　＊＊＊ 

わたしたちのエネルギーの流れは、減るフェーズから増えるフェーズにようやく切り替わりました。

今、わたしがとても感じているのは、愛もワクワクもお金もみんなエネルギーだということ。 

そしてじょうろの逆で、入ってくる愛やワクワクやお金のエネルギーを、いかにたくさんに増やし、
そしてみんなにシェアするかということが、何より大切なんだということです。 

するとシェアした以上の愛やワクワクやお金のエネルギーがまたわたしのところに入ってきて、
わたしはそのエネルギーを、わたしというフィルターを通じてもっとたくさん増やして、またみん
なにシェアしていく…。 

まさに『愛の循環』を少しずつ大きく大きく、ぐるぐると回していく感じ。 

わたしがみんなに拡散したワクワクというエネルギーは、あるときはさらなるワクワクとなって、
あるときは愛となって、そしてあるときはお金となってまたわたしのところに巡ってくる。 
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夢や希望があるひとはやっぱり成功するけれど、それが自分だけのためだったり、みんなとシェ
アできない循環されないものだった場合、恐らくその夢や希望は実現しなかったり、成功が長続
きしないのだと思います。 

でも最初に自分が満たされて、ワクワクして、本当に生きたい生き方が見えて、さらにその先にた
くさんの笑顔が見られるようになったとき、その夢は実現するのだと、辛かった時期と引き寄せ
の時期を両方体験して、今こころから感じています。 

それでは明日は、生き方やライフスタイルについて深掘りしてみたいと思います！ 

明日も『理想の人生』を探す旅をおたのしみに！ 
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 第11夜　2017年10月11日 

 「『自由』と『エネルギー』と『お金』のマインドブロック」  

＊＊＊　『理想の人生』を探す旅に、一緒にでかけませんか？　＊＊＊ 

今の自分にフィットしない昔のわたしのアイデンティティや、家族やお友だち、お仕事関係のひと
たちから望まれているように感じていた”顔”を、いっきにクローゼットの整理と一緒に断舎離して
しまったら、ほんとうに身も心も軽くなり、とても生きやすくなりました（くわしくは第3夜で）。

そんなブランニューのわたしの視点で、これまでのわたしが苦しく感じていたこととか、こころ
のどこかにひっかかっていたできごとなどを思い返してみると、いつまでもこころのどこかに固
く握りしめていた感情を手放せて、次々と引き寄せが起きるようになりました。 

  

うれしいことに、わたしのために始めたこの連載が、連日アメブロの人気記事にランクインし、
たくさんの方に読んでいただき、わたしも行動しようと思います！という宣言だったり、最初の
一歩を踏み出せました！というご報告だったり、新しい自分への決意表明だったりを毎日いただ
けるようになって、そんな皆さんからのメッセージが、わたしをますますハッピーにしてくれるん
ですね♡ 
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最初は、みんなにわたしを知ってもらうためというよりも、ブログという場所で書き出すことで、
書くことが怖いと思ったり、恥ずかしいと感じる感情を自分でしっかりと感じて、その感情と正
面から向き合おうと思って始めた連載だったけれど、わたしの記事を読んでくださった方たちが、
あるひとは何かを感じ、あるひとは行動しようと決め、あるひとは行動を起こして、あるひとは
すでに人生の変化を感じている…。 

そのことがわたしをとても勇気づけてくれて、もっと真摯に、もっと自分に偽りなく、自分と向
き合うチカラを与えてくれています。 

本当に、読者の皆さんにこころから感謝です。 

というわけで、反響の大きかった第10夜の「好き」と「仕事」の両立に引き続き、「妻はなんの
ために働くのか」について深掘りしていきたいと思います！ 

＊＊＊　わたしにとっての「働く」ということとは　＊＊＊ 

グアムを離れる2年前まで、わたしが「働く」のは「そこにやりたいことがあるから」。 

シンプルにそれだけでした。 
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「生きるために働く」という概念は、わたしの辞書になかったんですよね。 

パリで生まれて初めて就職したときも、日本に帰国してフランス系のメーカーに就職したときも、
外資系クライアントばかりのPR会社に転職したときも、わたしは独身で、誰かがわたしの生活費
を出してくれていたわけでないけれど、「生きるために働かなくちゃ」という感覚は皆無で、お給
料交渉をしたこともなく、ワクワクを感じるか、という感覚だけを頼りに働いてきました。 

父のチカラになりたくて父の経営する学院に入ったときも（くわしくは第4夜で）、東日本大震災
の後収入のなくなった両親を支えられるようになりたいと思ってフォトグラファーとして起業し
たときも（くわしくは第7夜で）、きっかけは自分の希望と違うところにそれぞれあったけれど、
その環境の中でマックスにやりたいことを探したので、前例があろうがなかろうが、収入につな
がろうがつながらなかろうが、いつも自分のワクワク探知機がピピピピピピっという方に向かっ
て突き進んでいたんです。 

でも日本に帰国してビジネスがうまくいかず、貯蓄も資本金も完全に底をつき、次々と督促のメー
ルやお電話が鳴り、どうやって暮らしていけばいいのか途方に暮れていたとき、初めて「生きる
ために働く」感覚を経験しました。 

どんな時も手放さなかったワクワク探知機を脇に置き、歯を食いしばってでも働かなきゃと思っ
たんです。 

＊＊＊　生活の基盤は、夫の収入にあるべきなのか　＊＊＊ 

わたしはグアムで2回起業しているんですが（くわしくは第7夜で）、 そのときのわたしの年収は
平均してだいたい400万円くらいでした。 

お勤めしていたときに比べると半減以下だったけれど、不規則な夫のスケジュールに完全に合わせ
ることができて、家事などはほぼ以前と同じようにこなし、ピンとこないときはお断りすること
もできて、娘が小さくても問題ないスケジュールで働いて、しかも自分の才能を活かすことができ
て、この年収は悪くなかったと思います。 

ちなみにわたしが働いて得た収入は、数十万単位で必要になるハイスペックなカメラ機材や、アメ
リカのオンライン講座で写真のスキルを磨くために使ったり、不妊治療のために数ヶ月単位で日
本に帰国しているときの治療費や滞在費、交際費になったり、ほしいお洋服やお化粧品、娘が生
まれてからはアメリカや日本で買うベビー用品など、わたしたちの毎日をもう少しステキにするた
めに使っていました。 

つまり、生活は夫が支えてくれていて、わたしの収入はそこに彩りを与える、という感じかな？ 
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でも帰国してから夫とふたりで起業して、最初のビジネスがうまくいかず、それぞれがそれぞれの
個性を活かして別々の事業を始めるようになってからは、とにかく生活するために少しでも収入
を作らなければいけないのに、わたしの方に収入が入ってくると、夫婦の関係がぎこちなくなる
んですよね…。 

さらにその収入は最後の最後で思っていたほど売上にならなかったり、お話そのものが頓挫して
しまったり…。これが一度ならず、本当に何度も同じようなことがあるので、ちょっと考えてみま
した。 

どうやらわたしはこころのどこかで、「一家の大黒柱は夫であるべき」という考え方があったみ
たいで、わたしの売上が夫の売上を超えそうになると、最後の最後でふっとチカラを抜いて、2番
手になろうとするようなんですね。 

このことは夫とも何度も話し合いました。 

夫も自分がメインの収入源になりたいという気持ちが大きく、「奈穂乃は売上のことを考えず、自
由に好きなことをやっていいから」と言ってくれるので、わたしが売上を考えずに本当に自分がや
りたいことにチカラを入れ始めると…。やっぱり夫の収入だけでは生活できず、結局わたしも頑
張らなきゃと必死に売上をあげるための努力を再開して、不甲斐ない夫にイライラしてきて、家庭
の雰囲気が悪くなる…というのを繰り返した時期がありました。 

そこでわたしは気がついたんです！ 

わたしが大黒柱という役割を夫に託したいのは、昔ながらの男性が稼ぐべきという考えからでな
く、わたしの中で「お金」＝「自由と引き換えに手に入るモノ」という方程
式があり、お金を作ろうとしたら「自由」を手放さければいけないと思って
いたらしいんです！ 

父も義母も、かなりの現場主義で、自分が自由になるのと真逆で、自分の居場所を職場そのもの
に求めていたので、売上が落ちると経営者が現場にいないからだといつも言っていました。 

だから「お金」を作り出すためには「自由」を犠牲にしなければいけないんだって、どこかで思
い込んでいたみたいでした。 

「自由」を何よりも大切にするわたしは、「お金」をつくることに本当の意味で積極的になって
いなかったんですね。 
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＊＊＊　妻が「自由」のために働くということ　＊＊＊ 

日本でも女性起業家さんが増えて、ブログやFacebookを使って発信するひとが増えて、「自由に
働いて」とか「好きなときに自由に海外に行かれて」とか、「自由に」という言葉をいろいろな
ところで見かけるようになったな～と思います。 

でもね、わたしはこのセリフを見聞きすると、なんとな～く違和感を感じていました。 

さっきもお話したように、わたしも束縛されるのが大嫌いなので、自由に働けたり、好きなとき
に好きな場所に自由に行かれたりってまさにわたしの理想とするところなんだけれど、なんかム
ズムズするんですね。 

それでわたしも女性起業家業界（!?）に一応身を置いているので（苦笑）、どうしてなのかなって
考えて気がついたんです。 

「自由」の意味が、わたしの求めている「自由」とちょっと違うんじゃないかな、って。 

恐らく女性起業家業界の暗黙の常識みたいなものに「自由」＝「月商7桁（100万）」というのが
あって、半年前のわたしのように、程度の差はあっても、今の人生を変えたいと思っている女性
がこの業界に足を踏み入れると、「自由」と「月商7桁」がセットになって、半ば自動的にゴール
というか、ひとつのメダルのように刷り込まれている感じがします。 

そのうち本当に自分が求めていたゴールとか、起業した先に手に入れたいものがよくわからなく
なってきて、なんとなくうまくいっている先輩たちに漠然と憧れを持ち、わたしも月商7桁を上げ
たい！とか、好きなときに好きなところに行きたい！と、知らないうちにほかのひとの夢を、自
分の夢にすげ替えてしまうんです。 

そして本当は望んでいないのに、”キラキラ起業女子”なんていう言葉とは裏腹に、「自由」を獲得
するために、「自由」を担保する「お金」を手に入れるため、本当に寝ないでがんばったり、が
んばっているのに売上につながらず「自由」から程遠い生活になったり…。 

さらに、実は自分で望んでいることではないために走り続ける気力・体力が湧いてこなくて、以
前よりもっとモンモンとする結果になったり…。 

モンモンから卒業したくて、今の人生を変えたいと思って起業を目指してみたものの、結果的に
「自由」も「お金」も全然手に入れられた感じがしない…。 

そんなことが起きてしまったりするんです。 

�84 copyright © 2018 Free Life Inc.  All Reserved



なほのSTORY - 奇跡の12夜物語 - 

＊＊＊　“鳥かご"から飛び立つことは、本当の「自由」じゃない　＊＊＊ 

わたしはグアムに住んでいたとき、”鳥かごの中の鳥”のような気分でした。 

だから"鳥かご”から解き放たれたくてグアムを出ることにしました。 

グアムから就職活動をするのは難しかったので、とりあえず一時帰国中にたった一日で家だけ決め
て、日本での生活の基盤もなく、2歳になる前のこどもを連れて、真夏のグアムからまだ寒い初春
の日本に帰ると決めたことは、ひとによっては自由な行動か、破天荒な行動に見えるかもしれな
いですね。 

でも結果はもう皆さんも御存知のように、ひどいものでした。 

そしてそれがどうしてなのか、ようやく最近のわたしはわかってきました。 

それは、”鳥かご”から飛び立つという「自由」は、「身体的・物理的な自由」であって、本当の意
味での「こころや魂の自由」とは必ずしも一致しないからです。 

わたしは自称“自由ネイティブ”なので（笑）、比較的ひとの目とか世間の常識とかにとらわれず、
自分のこころの赴くままに行動できるタイプだけど、わたしの中にあった「被害者意識」を長年
無視して、気が付かないうちにムクムクと大きく成長させてしまっていました。 

そして「〇〇さえあれば…」とか、「☓☓に住んでいたら…」とかのたくさんのタラレバと、「で
も…」というたくさんの制限をかけて生きるようになってしまっていたので、気がついたら、本
当の意味での「こころや魂の自由」を失い、「身体的・物理的な自由」にばかり目が行って、そ
れさえ手に入れば、自分の人生はバラ色に違いない！ってしあわせの青い鳥を探しに行ってしまっ
たんですよね。 

本当の意味での「こころや魂の自由」は、必ずしも「身体的・物理的な自由」を必要としないの
に、「身体的・物理的な自由」は目に見えるので、自分でも手に入れた実感を感じやすかったり、
他人から見てもいいな～と思われやすかったりするから、ついついほしくなってしまうんですよね。

でも「こころや魂の自由」を手に入れたこの数週間のわたしの経験と、たのしそうなことだけを
して何億、何十億と年収があるひとたちのお話を聞いていると、「こころや魂の自由」を持って
さえいれば自分が望む人生を手に入れることができるので、売上がほしければ売上がついてくる
し、「身体的・物理的な自由」がほしければ「身体的・物理的な自由」がついてくる。 

そんな自分になれるんだと思います。 
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つまり性別とか、年齢とか、立場とか、肩書きとか、収入とか、住んでいる場所とか、結婚して
いる相手とか、健康状態とか、運とか、運命など、「〇〇だったら…」に当てはまるような、自
分に限界を作ったり制限をかけることを全部取り払って、そういう条件から本当に自由になれた
とき、夢は実現に向かって大きく動き出すんだと心から実感しています。 

＊＊＊　誰かからお金を受け取ることで、わたしは誰かを不幸にしている 
という思いから解放する　＊＊＊ 

帰国してから、わたしが売上が上がりそうになると、ふと最後でチカラを抜いてしまうというお
話はしたけれど、それともうひとつ、夫も売上を上げてくれないというのも大きな悩みのひとつ
でした。 

つまりそれまでお金に困ったことのないわたしが、全然お金を受け取れなくなってしまったんです。

この連載のはじめ、『理想の人生』を探す旅に出てすぐ、ものすごく大きなパラダイムシフトがあ
りました。それはお金を受け取ることについてのマインドブロックを外してくれるものでした。 

実はわたしはパリとロンドン留学時代に、4年間の滞在費や学費、車の購入費など、両親には本当
に大きな費用を出してもらっています。 

またわたしの妹は私大の医学部出身なので、6年間の私大医学部の学費と、寄付金や車の購入費な
ど、両親はやっぱり妹にも大きな費用を出しています。 

どちらの方が結果的に多かったのかというのは知らないんですが、妹についてはほとんど聞いた
ことがないのに、わたしについてはことあるごとに「奈穂乃はお金がかかる娘だ」と両親から言
われていて、わたしはそれがとても嫌でした。 

他にも、妹の結婚式のときは父の事業がすばらしくうまくいっていたときだったので、かなり豪
勢な結婚式をしましたが、わたしのときは父が倒れた1年後だったので、ゴルフ会員権を売って作っ
た300万円をわたしにお嫁入りとして持たせてくれて、その中から結婚式の費用も新婚旅行も諸々
を出しなさいと言われていました。 

わたし自身は妹に比べて桁が違うということについて本当になんとも思っていないのですが、「ゴ
ルフ会員権を売って300万円を作った…」という件については何度も聞かされていて、そのたびに
後ろめたい気持ちがしていました。 
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父の会社を譲渡したことで、両親に経済的に苦しい想いをさせているという想いが強かったせい
もあると思うんですが、恐らくこうした両親のセリフがきっかけで、わたしは両親からお金を搾 
り取っているというような気持ちになってきて、そのうちにわたしは、ひとにお金を出してもら
うと、そのひとを不幸にしてしまうのではないかというマインドを持ってしまったみたいでした。 

結果的に、誰かからお金を受け取ることが、とても下手になってしまったようなんです。 

実際、専業主婦だったときもわたしはほとんど夫にお金をもらっていなくて、自分の貯金を切り
崩したり、起業してお金を作ったりしています。 

それで話を帰国してからのことに戻すと、夫から受け取れないなら自分で稼げばいいのに、「大
黒柱は夫であるべき」というような面倒くさいマインドセットがあるために、夫がわたしより稼
いでくれないと自分で稼ぐことができない、という最悪な状態に…。 

でも第10夜でも書いたように、お金って、愛やワクワクと同じように、エネルギーなんですよね。

だから基本的にお金が受け取れるようになるには、同じエネルギーのお金、ワクワク、または愛
を大きく循環させていないと受け取ることができないんです。 

もし循環させる元手になる「お金」がないなら、代わりに愛やワクワクを循環させれば、そのエ
ネルギーは「愛」か「ワクワク」か「お金」になって自分のところに帰ってきます。 

そう思うと両親がわたしに大金を渡してくれていたのは、愛情はもちろんですが、最終的にはわた
しがフランスで活躍することで、両親もワクワクすることができたから、あれだけのお金を作っ
てくれていたのだと思います。 

このことに気がついてから、わたしはお風呂から上がったときに、気がついたら鏡の前で自分を
抱きしめて「あなたはた～くさん受け取っていいひとだからね。愛とワクワク
で、会っただけでみんなをハッピーにするひとだからね」と声をかけるようにし
始めました。 

すると数週間のうちに夫がまとまった収入をつくれるようになり、わたしもありがたくそれを受
け取れるようになりました。 
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＊＊＊　「自由」と「エネルギー」と「お金」のマインドブロック　＊＊＊ 

わたしの「お金」のマインドブロックには、「自由」と「エネルギー」が大きく関係していたよ
うでした。 

父の会社にお勤めするようになってから、「お金」＝「自由を奪うもの」というマインドセット
ができていたようですが、世の中には、本当に「自由」に、すてきに働いている方たちがたくさ
んいることを知り、このマインドセットを外すことにしました。 

すると、私の周りにワクワクが集まってきてくれるようになってきました。 

つぎに、誰かがつくったお金をもらうことは搾取だというマインドセットがあったので、わたし
はお金というエネルギーを受け取り、それを愛やワクワクというエネルギーとして循環させるこ
とで、さらに大きな愛やワクワクやお金というエネルギーを誰かにシェアしているというマイン
ドセットに書き換えました。 

すると、みるみるうちに夫が収入をつくれるようになりました。 

もし皆さんも働くことやお金について思うようにいかないことがあるとしたら、ぜひ『理想の人
生』を探す旅に出て、お金やお仕事のことだけでなく、新しい視点であなたの人生全般を振り返っ
てみてください。 

すると、本当に生きたい人生が何かも、お金を受け取れるようになる方法も、自然とわかってく
ると思います。 

明日は、子育てや生き方について深掘りしていきたいと思います！ 

『理想の人生』を探す旅も明日が最後の旅になる予定です。 

どうぞおたのしみに！ 
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第12夜　2017年10月12日 

 「『家族』と『自由』を両立させるということ」 

＊＊『理想の人生』をみつけられたら、本当に生きたい人生が生きられるようになる！　＊＊ 

41年間生きているうちに、周りから期待されたり、認めてもらいたいとがんばって、自分らしく
ないのに無理やり身につけた“顔”だったり、昔の自分だったり、家族や社会とうまくやっていくた
めに装ってい“顔”だったり、気がついたら色々な”顔”を持つようになっていました。 

その中の、今の自分にフィットしない“顔”を、クローゼットのお洋服と一緒にいっきに整理したら
（くわしくは第3夜で）、わたしの 『理想の人生』が少しずつ見えるようになってきました。 

今までとても苦しく感じていたことや、同じような感情の反応について深く深く感じていくと、
な～んだ、そういうことだったの～！と気がついた途端に、自分を苦しめていた感情が手放せて、
こころに新しい風が吹き込んでくるのと同時に、引き寄せがどんどん起こるようになりました。 

そして『理想の人生』をみつけるために、12日前に始めたこの連載が、連日アメブロの人気記事
にランクインして、たくさんの読者の皆さんに読んでいただき、FacebookやLINE@などでご報
告やお礼をいただき、読者さんやその先のご家族やクライアントさんにも愛が循環されていくの
が感じられて、とてもしあわせな気持ちになります。 

本当に、本当にどうもありがとうございます！ 

今日まで12日間、わたしのこれまでの人生を振り返り、わたしが意識していた、ときにはあまり
意識していなかったこころの中の痛みやひっかかりを深掘りしてきたけれど、ようやく今日で思
いつく限りのわたしの“こころの反応ポイント”を点検し終えることができそうです。 

それでは今日は【なほのSTORY】の最後に、わたしの「生き方」について深掘りしていきたいと
思います！ 

＊＊＊　「生き方」や「ライフスタイル」を選ぶということ　＊＊＊ 

結婚5年目のある日、突然の下腹部痛があって日本に緊急帰国をしたら、不妊治療中にみつかって
いた卵巣のう腫が破裂寸前まで大きくなっていることがわかり、3ヶ月後に摘出手術を受けること
になりました。 
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生まれて初めての手術が決まり、注射も怖い先端恐怖症のわたしは本当にショックでした。する
と食生活から治す方法もあるかもしれないと、グアム在住のある友人がマクロビオティックの本
を貸してくれました。 

もともと健康業界にいたこともあり、すでにマクロビオティックのことはなんとなく知っていて、
本当はあまり好きじゃないな…と思っていたけれど、友人がわたしのカラダを心配して貸してくれ
た本だったので、とりあえず読んでみたんですね。 

そうしたらあまりにも目からウロコ！ 

マクロビオティックの考え方はわたしにとってものすごい衝撃でした！ 

お肉やお魚は食べちゃいけないとか、白いものは食べませんとか、なんだかいろいろ堅苦しそう
という漠然としたイメージがあったけれど、実は逆にこうでなければいけないというルールはほ
とんどなくて（ガイドはもちろんあるけれど）、ひとりひとりの体質や気質、体調に合わせて、
いろいろなアプローチやアレンジができるというのは、「自由」が好きなわたしにはとてもぴっ
たりと合う考え方でした。 

食卓に並ぶ食べもののつくられ方とか、動物であればその餌のこととか、野菜であれば肥料や土
のこととか、生産に関わるエネルギーコストのこととか、環境負荷のこととか、不当に使われる
労働力のこととか、そんなことそれまで考えたこともありませんでした。 

たとえば1頭の牛からとれる牛肉で養える人間の数は大したことがないけれど、１頭の牛を育てる
ために必要なとうもろこしなど餌となる穀物の量は膨大で、その穀物で世界の飢餓問題をずいぶ
ん解決することができる、などそんなこと想像したことさえなかったんです！ 

わたしが食べるもの、着るもの、買うものが、実は世界のどこかに住む誰かの生活や、地球とい
う惑星の運命を握っている。そう思うとそれは果てしなくロマンチックで、そして責任あること
に思えました。 

おともだちが貸してくれた4冊の本を読み、わたしはまず1週間マクロビオティックを実践しよう
と決めました。 

そして最初は反対していた夫を説得し、1週間だけという約束で、毎日3食、マクロビオティック
だけで過ごすことにしました。 

するとマクロビオティック開始3日後に、超絶軟便だった夫も、超絶便秘だったわたしも、するり
と気持ちいいバナナうんちになり（笑）、マクロビオティックの効果にびっくりしました。 
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目に見える効果を体験できて、地球や誰かにいいことをしている感覚も心地よくて、しかも思って
いた以上にマクロビオティックのごはんがおいしくて、1ヶ月も経たないうちにわたしたちは完全
マクロビオティックの生活をすることに決めました。 

それまでは「生き方」とか「ライフスタイル」を自分でどれにするか選ぶという感覚はなかった
けれど、住む場所や宗教（信じるもの）を決めるように、わたしたちは自分たちにとって心地よ
くて、地球にもやさしいライフスタイルを選ぶことにしたんです。 

＊＊＊　「違い」を受け入れるということ　＊＊＊ 

マクロビオティックを始めて体質改善されたのか、急激に大きくなっていた卵巣のう腫は、その
成長をピタッとやめて、摘出手術も術後もかなり順調でした。 

そして半年後、術後の経過がとてもよかったので体外授精することも決まり、すばらしい妊娠・
出産の経験を経て最愛の娘と出会うこともできました（くわしくは第9夜で）。 

わたしの中では、マクロビオティック的な生き方がどんどんすばらしいものに感じられ、生まれ
たばかりの娘の子育てにも、布おむつや、生後3週間からおまるを使うおむつなし育児を取り入れ、
いわゆる“自然派育児”を実践していました。 

結果的にみて、わたしは自然派育児を取り入れたことはすばらしい経験だったと思うし、少しで
もたくさんのひとに取り入れてもらえたらいいな～と思っているんですが、グアムに住んでいると
き、なぜか日本人以外のひとにはどんどん話したりオススメしたりするのに、日本人にはマクロ
ビのことも、自然派育児のことも、聞かれなければ話さなかったんですよね～。 

きっかけは確か、マクロビとか自然派育児について日本人のお友だちに話したときに、なんでわ
ざわざお肉とかおいしいのに食べないの？とか、紙おむつの方が絶対楽なのになんで～？とか言
われたことがあって、それがなんとなく責められているように感じてしまったことでした。 

たぶんそれは、以前のわたしがマクロビオティックに対して偏見があったり、マクロビをしている
ひとを、ファッションとかカッコつけでやっていていけ好かない！と思っていたことがあるから、
わたしもそういう目で見られて責められたり、自分とは違うから～と壁をつくられたり、そんな
風に感じたんだと思います。 

でもグアムのように多民族な島だと、人種も民族も言葉も文化も宗教も違うのがごくごく当たり
前なので、マクロビオティックをしていますといえば「OK！じゃあ、どこのレストランならお互
いたのしくランチできるかしら？」と、ただこれだけなんですよね。 
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一方でマクロビに関して、アメリカ人やヨーロッパのひとからおいしいレシピある？など聞かれる
ことがあるけれど、「生き方」に通じるようなことはしっかりと信頼関係ができてから質問され
ることが多かったと思います。 

それは自分とは「違う」ひとたちが一緒にいるために、どうしたらお互いに心地良いかというこ
とを、お互いが模索し合うことに馴れたひとたちが、自分との「違い」を認めたうえでの好奇心
からの質問でもあるので、わたしも日本人以外のひとには、とても気楽にマクロビをしていると
伝えられたんですよね。 

＊＊＊　「違う」ことは、孤立してしまうことなのか　＊＊＊ 

わたしは小さい頃から「あるがままのわたし」を両親にわかってもらえないと悩んでいたからか
（くわしくは第4夜で）、みんなとはちょっと違った考え方とか意見を持っているらしい、という
自己認識があったんですね。 

今思うと、中学生のときからずっとものすごくフランスに行きたがったのも、マクロビをしている
ことを日本人のお友だちにあまり言えなかったのも、たぶん根っこの考え方は一緒で、「わたし
はみんなとは違う」というマインドがあったためだと思います。 

みんなと違うことに居心地の悪さを感じるから、日本を出たい！ 

みんなと違うことに居心地の悪さを感じるから、マクロビをしていると言いたくない！ 

「同じ」であることが前提になっている日本での暮らしや、日本人との関係が、ときどき煩わし
かったんだと思います。 

でもこのマインドを深掘りしてみると、「違っていることこそが、尊い」「同じであることは、つ
まらない」というような選民意識的なマインドがベースにあったのかもしれません。 

「個性」が重視される今の世の中で、「社会通念」から自由に生きているつもりのわたしが、実
はとても「社会通念」を意識していて、みんなと同じであることに感情的に反応していたのかもし
れない。 

そう気がついて、わたしの中に刻み込まれている「社会通念」を手放してみると、さらに手のつけ
ようのない自由奔放なひとになるのかと思いきや、実は「社会通念」というものも、ひとつの個
性として受け止められるようになって、むしろ寛容に見られるようになって、たとえ自分が「社会
通念」とは違う生き方を選択しているとしても、上手に「社会通念」と付き合っていかれること
に気がつきました。 
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＊＊＊　それぞれが「心地よく」暮らすために　＊＊＊ 

周りと「違う」生き方を選ぶひとも、相手が自分と「違う」ことを指摘するひとも、そこに居心
地のよくない感覚があるなら、実は相手を羨ましいと思う気持ちがあるのかもしれません。 

たとえば、自分と正反対の性格のひとに、なんか反発や反感を止められないひとは、本当は自分
を変えたくて、相手のようになりたいと思っているのかもしれません。 

たとえば、みんなとは違う生き方を選択をしながら、「みんな」に対して批判や評価をしてしま
うひとは、本当は自分を変えたくて、みんなと違う自分を受け入れられずにいるのかもしれませ
ん。 

自分のことも、相手のことも、本当の意味で「違い」を受け入れられると、そこに感情が反応す
ることなく、相手を評価することもなく、心地よく受け入れられるようになるんだなって、最近
ようやく実感できるようになりました。 

そしてそういう心持ちになれると、今まで自分に文句や評価を押し付けていたように思えるひと
が、途端に口をつぐみ、何も言わなくなったり、逆に応援してくれるようになったりするんです！ 

＊＊＊　本当に「自分らしく」生きる　＊＊＊ 

わたしがマクロビオティックをしていることを母に初めて伝えたとき、母はすごく嫌そうな顔をし
たんですね。わたしが実家に遊びに行きたいというと、あなたたちに何を作ったらいいかわから
ないから、来るのはいいけど…とちょっと迷惑そうな印象を受けました。 

正直、あ～これだから日本人はヤダってわたしも思っていたんですよね。 

でもわたしのほうで、わたしとの違いを母の「個性」として上手に捉えられるようになると、マ
クロビオティックをしたいんだけど教えてくれる？と母の方から言ってくれるようになったんです！

自分が上手に相手の「個性」を受け止められるようになると、相手も自分の「個性」を上手に受
け止めてくれるだろうと相手を信じることができるようになり、それに相手が少しずつ応えてくれ
るようになる、という仕組みなのかもしれません。 

わたしはこれまで夫や家族、親戚、ママ友、同僚、社会のせいで自分らしく生きられないと感じ
ていました。 
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でもそれは本当はわたしがみんなと違うことを求めていたり、わたしと相手の違いを上手に受け
止められていなかったからなんじゃないかと気づいたら、本当に「自由に」生きられるようになっ
て、むしろわたしが自由に生きることを応援してくれるひとがどんどん増えてきてくれました。 

  
写真：２年前に日本に帰国して漬けた梅酒で乾杯♥ 

今日まで12日間に渡って、わたしの『理想の人生』を探す旅にお付き合いくださって、本当にど
うもありがとうございます！ 

おかげさまでわたしは、41年の人生の中で少しずつオリのようにこころの中に溜まっていた感情
と真摯に向き合うことで、これからどんな人生を生きたいのか、その方向性が定まってきました！

【なほのSTORY】はひとまず今晩で終わりにしたいと思いますが、明日はこの連載をはじめてか
らわたしに起きた奇跡、そして後日譚、わたしがフリーライフコーチとして活躍できるようにな
るまでのお話をしたいと思います。 

もう一日だけお付き合いくださいね。 どうぞよろしくお願いいたします！ 
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奇跡　2017年10月13日 

「12日間の奇跡とその後で。フリーライフの旅はつづく」 

＊＊＊　「本当に生きたい人生」を、あなたは知っていますか？　＊＊＊ 

誰のためでもなくわたし自身のために、わたしの『理想の人生』を探すために10月1日に始めた
【なほのSTORY】。 

まったく想像もしていなかったのですが、初日から連日大好評で、心地よく「自分らしく」生き
るために【なほのSTORY 第12夜】の投稿には一晩で25,000アクセス以上があり、Ameblo公式
ジャンルの仕事術で5位にランクイン！ 

  

それだけたくさんの方たちがわたしと一緒に『理想の人生』を探す旅に出てくれたと思うと、こ
の12日間、わたしを応援してくださった皆さんに、本当に感謝と愛の気持ちが溢れんばかりにこ
み上げてきます。 

本当に、本当にありがとうございます。 
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今日まで12日間をかけ、ときに涙して、ときに勇気を振り絞って、これまでの41年間の人生の中
でわたしの心のどこかにひっかかっていた痛みやひっかかりを点検し、ていねいに向き合っていっ
たら、たった2週間足らずの間に人生が目まぐるしく変化し、たくさんの引き寄せや喜びが起き始
めました。 

グアムから日本に帰国してからの2年間、本当に迷走し続けていましたが、「わたしはどんな人生
を生きたいのか」ということがようやくはっきりとしました。 

今日はそんなわたしの決意を【なほのSTORY 旅立ち】として、応援してきてくださった皆さんに
この場を借りて宣言させてください！ 

＊＊＊　どうにかして「家族」と「自由」を両立できないか　＊＊＊ 

『理想の人生』を探すためにわたしはこれまでの人生を振り返りながら、こころの痛みやひっか
かりをもう一度振り返ってみることにしました。 

第1夜を書き上げるとき、どうやらわたしの『理想の人生』探しは、「家族」と「自由」の両立を
求める旅になりそうだと気がつきました（くわしくは第1夜で！）。 

さらに12日間の『理想の人生』を探す旅を終えてみると、第1夜から第4夜までは両親、特に父と
の関係で、第5夜から第11夜までは夫や娘との関係が中心になっていることに気がつきました。 

そして第12夜を書き上げた昨日、本当に奇跡が起きたんです！ 

＊＊＊　涙が止まらなかった「奇跡」のような「必然」　＊＊＊ 

【なほのSTORY】を第1夜から読んでくださった方は、わたしが両親に対して、「あるがままの
わたし」を受け入れてもらえない、という大きな悩みをずっと抱えていたことをもうご存知だと思
います。 

わたしの中の「家族」の一番最初で最も大きな印象は「わたしから自由を奪うもの」で、心の底
から「家族」を大切にしたいと思っているのに、ときどきものすごく「家族」から自由になりた
くなるというのが、この41年間、密かにわたしの中にあった想いでした。 
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実際、この連載を書きながら一番チャレンジングだったのは、これだけ赤裸々にわたしの人生と
家族に対する想いを書くことを、わたしの両親を始めとするわたしの家族や親戚がどう思うのか
という恐怖と戦うことでした。 

書いては書き直して表現を婉曲にしたり、一部をばっさり削除したりしたこともあったけれど、
この恐怖こそわたしが真摯に向き合う価値がある感情だと思って、最終的にはほとんどすべてをブ
ログに書きました。 

今思うと、まさに「家族」と「自由」の両立にチャレンジする12日間でした。 

実は、【なほのSTORY 第12夜　～ 心地よく「自分らしく」生きるために ～】を書き上げた昨日
はなかなかパラダイムシフトが起きなくて、でも何かとてもひっかかるものがあって、丸一日横に
なったり寝たり歩いたりしながら自分と向き合っていました。 

そして夜になってようやく心地よく「自分らしく」生きるための大きな視点の大転換が起きて、
一気に記事を書いている最中に、父からLINEでメッセージが届きました。 
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両親には連載を始めて1週間くらい、先週末に会いに行っていました。 

すでに両親に対するパラダイムシフトがたくさんあって、本当は両親を抱きしめたいほど感謝の気
持ちでいっぱいだったのですが、もし連載途中に両親が読んで連載を止めるように言われたら…
と思うと怖くて、両親には何も言っていなかったんです。 

だから昨晩このメッセージが来たときは、連載読んでいたんだ！ということと、何よりも読んだ
うえで応援し楽しみにしてくれていることに（父は大げさなのでちょっと恥ずかしいけど…）本当
に本当に驚き、そして最高にうれしい気持ちになりました。 

でも実はその少しあとに、母は気にしているというメッセージが来たので、母には申し訳ないな
と思っていました。 

これまでのわたしなら、速攻で自分の想いをメールに綴って送りつけるのですが、母にもきっと
いつかわかってもらえるはずと、母のことを信じてみようと決め、今日の朝、母が起きてからお
電話しようと昨晩は寝ることにしました。 

そうしたら今朝、すぐに母からこんなメッセージが来たんです！ 

  

母のことを信じよう！と決めて寝ただけで、まさかたったの一晩でこんな風に母から言ってもら
えるなんて！ 

朝食の後片付けをしているときに気がついて読んだら、感激して涙がこみ上げてきました。 

そして母のカラダのこととか、いろいろとメッセージのやり取りをしたあと、こんなメッセージ
が来ました。 
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本当にこころから両親の娘にうまれたことを感謝した瞬間でした。 

こうして12日間のチャレンジは、わたしに最幸の「奇跡」のような「必然」をプレゼントしてく
れたんです♡ 

＊＊＊　気がつけば、夢に人生が追いついてくる！　FREE LIFEのススメ　＊＊＊ 

12日間のチャンレンジが、「家族」と「自由」の両立だったけれど、実は最初わたしがこのテー
マを思いついたとき「自由」が意味していたのは… 

　　　両親の束縛から自由になるとか、 
　　　家事や育児の負担から自由になるとか、 
　　　経済的に自由になるとか、 
　　　時間も自由にできるとか、 

そういったことだった気がします。 
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でも今までは両親の束縛から自由になろうともがいて結果的にもっと関係がこじれたり、家事や
育児の負担から自由になろうとして夫との関係が悪くなったり、娘に歪みがいってしまったり、
外注するお金がないことを恨めしく思ったりしました。 

経済的に自由になろうとして、学んだりがんばったりすればするほど結果は見えず、心も荒んでいっ
てしまったりしました。 

時間を自由にするために、まずは仕組みを作らなきゃ～と、逆に時間がない泥沼にはまったりし
ました…。 

本当になにもかもうまくいかないことばかり…。 

そして、気がついたんです。 

一見「自由」と思われていることは目に見える「自由」で、本当の意味での「自由」とはちょっ
と違うって。 

本当の意味での「こころや魂の自由」は、世間や誰かの視点や意見から解放されて、何かに制限
されたり自分で制限を加えたりせずに、ただ「自由」でいることなんだと気がつきました。 

そして本当の意味での「こころや魂の自由」を得られたひとは、そのひとの『理想の人生』をみ
つけるのも、『理想の人生』を突き進むスピードも、あっという間なんだと自分で体験しました。

わたしはそんな人生を、FREE LIFE（フリーライフ）と名付けたいと思います。 

本当の意味でのFREE LIFEを生きると、ほかのひとの生き方についても尊重して受け入れること
ができるようになるので、この世界はどんどんピースフルになっていく…。 

そんな風に思っています。 

まずは自分自身で、あるがままの自分をみつけ、自分のことをやさしく包み込
み、満たし、愛し、自分が穏やかに満たされたら、今度は溢れ出た愛を循環
させ、家族やお友だちや同僚など大切なひとを包み込み、そしてどんどん広
がる『愛の循環』でこの地球もやさしく包み込んであげる…。 
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わたしがたくさんのひとたちからいただいているエネルギーが、わたしの先にいる人たちに伝わっ
て、この『愛の循環』がどんどんどんどん大きくなっていく様子が、わたしの目にはとてもクリ
アに見えているんです。 

＊＊＊　わたしはフリーライフデザイナーになります！　＊＊＊ 

さてここからがわたしの決意表明なのです！ 

「わたし、この地球上のひとりでも多くのひとたちが、本当の意味での「こころや魂の自由」を
手に入れて、FREE LIFEを生きるのをお手伝いするフリーライフデザイナーになることを、ここに
宣言したいと思います！」 

そしてわたしがみんなからもらうエネルギー、『愛の循環』を、わたしというフィルターを通して
どんどん大きくして、この地球のひとりでも多くのひとたちとシェアしていきたいと思います！ 
   

＊＊＊　奇跡の12夜、そのあとは？　＊＊＊ 

ここまでが、わたしが2017年10月1日から12夜（＋決意表明）にかけて書いた【なほのSTORY】
です。 

【なほのSTORY】を書いて以来ずっと数百人以上の方々から感動しました！というメッセージを
いただくんですが、長年わたしのこころの重荷や制限になっていたことがあまりにもきれいになっ
てしまったので、実はわたしは【なほのSTORY】を連載してから全く読み返していませんでし
た。 

でもこうしてとても久しぶりに【なほのSTORY】を連載以来初めて読み返して見ると、2018年1
月に開講したフリーライフアカデミーで生徒さんやクライアントさんにお伝えしている、愛と人
生の舵を取り『本当に生きたい人生』を生きるためのほとんどすべてのエッセンスが、随所に散
りばめられていることに驚きます。 

また40年近くの間、「家族」「自由」「お金」について抱いていた、わたしを苦しめ続けた想い
が完全に姿を消したことに驚きます。そして今ではむしろ「家族」「自由」「お金」に対する想
いは、わたしに大きな感謝や愛、安心感を与えてくれるものへと激変したことに気づきました。 
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この感謝や愛、安心感の中にいられるということが、どれだけわたしにしあわせを与えてくれて
いることか！この愛を、ひとりでも多くのひとたちに伝えたいという原動力になっているか知れ
ません！ 

さて今だからお話できますが、この【なほのSTORY】を書いた2017年の10月、普通のひとから
は考えられないほどわたしはまだ経済的にはどん底にいました。 

貯金どころか生活費もなく、文字通り銀行口座の残高は0円に近く、借金もある。 

湘南の家からは引っ越さなければならなくて、幸い義母がみつけてくれた東京の家に10月の終わ
りにお引越しすることが決まるところまでは行ったはいいけれど、新しい家の敷金や家賃、お引
越し代をどのように捻出したらいいか、全くわかりませんでした。 

【なほのSTORY】は、そんな状況の中で綴られていきました。 

あの当時、わたしは勇気を与えてくれるような本を読むことと、家事をすること、そして【なほの
STORY】を書くことしか本当にしていませんでした。 

でも未だにその理由はわからないというか、奇跡としか言いようがないのですが、あの2週間足ら
ずの間に、それまで1日のアクセスが300アクセスだったわたしのアメーバブログが、一気に一日
3万近いアクセスのあるブログへと急成長しました。 

連載中からたくさんのメッセージをLINE@を通じていただいていたので、わたしでお役に立てる
なら…と、フリーライフデザイナーになると宣言し、5人の方にわたしの考えた《10ワードロー
ブ・コーチング》を無料で提供させていただこうと希望者を募ると、あっという間に13倍の応募
率になりました。 

さらに夫とふたりで【FREE LIFE LOUNGE（フリーライフラウンジ）】という無料インターネッ
トラジオ（PodcastとHimalayaで聴取可能）も開始しました。 

その後も「奈穂乃さんのようにわたしも人生を変えたい！」というメッセージを多くの方にいた
だいたので、経済的にはどん底の状態でしたが、どうしても『愛の循環』を体験してみたくて、わ
たしは夫に「稼ぎません宣言」をしました。 
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そこで一切収入を作ることを考えず、すべて無料で、11月から12月末までの1ヶ月半の間に、ラ
ンチ会やクリスマス・セッションなどを通じて60人近い方が日本全国どころか、フランスや南米
パラグアイからもわたしに会いに東京に来てくださり、世界中に住む200人近い方たちの人生に
関わらせていただきました。 

そして12月半ばのある日、毎週継続的に無料でコーチングしていた生徒さんたちを見ていて、わ
たしももっと真剣に、きちんとこの方の人生をサポートすることにコミットしたい！と思い、
2018年からは無料ではなく、ご縁ある方々の愛と人生の舵を取り『本当に生きたい人生』を生き
るサポートをお仕事にすることに決めました。 

フリーライフコーチになると決めた翌日、わたしは思い切り勇気を出して、それまで無料でセッ
ションさせていただいていた大好きなクライアントさんに、2018年1月の新月から始めようと思
うセルフコーチングメソッドを学ぶスクール「フリーライフアカデミー」のお話をしました。 

彼女は真剣にわたしの話を聞いてくれて、大切なことだから1週間だけ考えさせてくださいと言っ
てくれました。 

そして翌日、偶然彼女と会えたとき、別れ際にこんな風に言ってくれたんです。 

　　「奈穂乃さん、わたしを奈穂乃さんの生徒にしてください！ 

　　　わたし、奈穂乃さんが決めるのを待っていました。 

　　　わたしは奈穂乃さんから学びたいと思っていたけれど、 
　　　奈穂乃さんが決めないと、 
　　　わたしのお金の行き場がなくなってしまうから、 
　　　奈穂乃さんが決めてくれるのを待っていたんです！」 

彼女を乗せた千代田線が走り出すのを見送り、ひとりホームを歩きながら、わたしは彼女へのこ
ころからの感謝と、生まれて初めての生徒さんが誕生したことへの感動と、安堵感に包まれていま
した。 

「フリーライフアカデミー」を始めると決めた時、わたしの中では自宅に生徒さんをお招きして、
うちのリビングに4人の女性と一緒に座り、愛と人生の舵を取り『本当に生きたい人生』について
語っている様子がありありと思い浮かんだので、わたしは彼女にあと7人のクラスメートを作って
あげたいと思いました。 
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そしてあれからぴったり1ヶ月でわたしの夢は達成されました。 

フランス語で「家族」と名付けたわたしのリアル講座、ラファミーユ0期生として、本当にすてき
な8人の女性たちが、東京、千葉、群馬、滋賀、山口、福岡から集まってくれて、2018年1月に、
わたしは東京・等々力の自宅で、フリーライフアカデミーを開講しました。 

同時に2018年1月には神奈川県からのご依頼で「神奈川ME-BYOスタイルアンバサダー」として、
特にマインドのあり方やライフスタイルという面から、皆さんの心身をサポートするお手伝いを
することに。 

さらに思いもかけず、アカデミー開講2週間後に、NYに住んでいるサンクチュアリ出版副社長の
金子仁哉さんから突然メッセージをいただき、6月にサンクチュアリ出版さんでセミナーを開催す
ることが決定。 

4月末にラファミーユ0期生たちが愛と感動の中で卒業し、8人のうちふたりはコーチとして起業
することを決め、ひとりは長年別居していた方と離婚を成立させ、さらにコーチングを必要とす
るお仕事に転職。3人ははご主人さまとの関係がかなり良好になり、他のふたりも1月には考えれ
ないほど『本当に生きたい人生』が何かはっきりしてきました。 

そして5月の新月からは、リアル講座ラファミーユ1期生が、東京、神奈川、埼玉、大阪、岡山か
ら集まり、オンライン講座レプロッシュ（フランス語で親戚という意味）も始まり、フリーライ
フアカデミーに新たな仲間たちが誕生！ 

さらに6月のサンクチュアリ出版でのセミナーでは、2018年10月開講予定のラファミーユ2期に
入ることを決められた新しい仲間たちが増えました。 

また、自分でビジネスをされている方や組織のトップにいらっしゃる方のマインド状態を整え、
クライアントさんが実現したい未来をより早くより確実に実現し、多くの方に『愛の循環』を起
こすお手伝いをするエグゼクティブコーチングが始まり、ブログもついにアメブロの公式ジャ
ンル「仕事術」で１位になりました。 
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わたし自身もさらに自分の殻を破り、2018年10月9日の新月に、4年を過ごしたパリに16年ぶり
に戻り、わたしに自由を教えてくれたパリで、自分を愛し、自分の殻を破り人生を動かすためのセ
ミナー「フリーライフセミナー in Paris」を開催することを決意！ 

7月13日（金）からパリセミナーの告知を開始したところ、あっという間にVIP席が売り切れ、週
明けには定員の半分が埋まりました。 

こうして2017年10月1日に【なほのSTORY】の連載を始めてから、本当に多くの方にサポートし
ていただき、愛と人生の舵を取り始めたわたしの人生は、大きく動き出しました。 

2018年1月に「フリーライフアカデミー」を開講して、ご縁ある方々の愛と人生の舵を取り『本
当に生きたい人生』を生きるお手伝いをさせていただくうちに、3年間ほとんど収入を作れていな
かったわたしが、気がついたら半年で普通の方の年収を超える金額を受け取ることができていま
した。 

わたし自身の人生のあまりにも大きな変化と、生徒さんやクライアントさんの人生の変化を見て、
そしてすべてのきっかけとなった【なほのSTORY】を読み返してみて、改めて『本当の自分の声』
を聞き、思い込みや制限から開放されて『本当に生きたい人生』を生き、『愛の循環』の源にな
ることが、わたしにとって深い喜びであり、しあわせへの道であることを実感しています。 
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絶望の中で泣きながら助けを求めていたわたしに寄り添い、いつも冷静かつ的確にコーチし続け
てくださった鎌田敏子さん。経済的に追い込まれ、どうしていいのかわからなかったときに助け
てくださった中屋昌太さん、伊藤裕司さん。結果的にうまくいかなかったけれど、認知症を予防
したいというわたしたちの想いに賛同して応援してくださった櫻井淳さん、有賀正義さん、荻原
実紀さん、田中廣志さん。 

いつもわたしたちを心配し、アドバイスをくれ続けた夫の従姉、郁子さん。 

心配しながらもグアムから見守り続けてくれた義母。 

こころからわたしたちを心配し、胸を痛め、それでもわたしたちを信じ、自分たちの身を削るよ
うにわたしたちを応援し続け、愛を送り続けてくれた両親。 

笑顔なんか忘れてしまいそうなときでも、絶えず温かい愛情の灯火となってくれた娘。 

そしてあの苦しい状況の中で、わたしが使命と感じることに没頭することを許し、応援し、どん
なに辛くてもその手を離さずにいてくれた夫、太郎に、こころからの愛と感謝を送りたいと思い
ます。 

他にもここに記しきれないたくさんの方々から愛とエネルギーをいただき、今のわたしたちがあ
ります。 

だからこれを最後まで読んでくださったあなたに、あなたが愛と人生の舵を取り『本当に生きた
い人生』を生きるための愛とエネルギーをお送りすることができたら、こんなにうれしいことは
ありません。 

世界中のひとたちが、フリーライフを生きることができますように…。 
こころからの愛と感謝をこめて。 

        2018年8月8日 
        　　　 鶴賀奈穂乃 
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鶴賀奈穂乃公式ブログはこちら 

https://ameblo.jp/nahono-t/ 

なほのSTORYへのご意見、ご感想はこちらまで。 
nahono-story@freelifeacademy.com 
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