
自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。
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このレポートは著作権法で保護されている著作物です。

このレポートの著作権は川畑明美に属します。

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、
流用、転売等することを禁じます。

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。
著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありまして
も、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パートナー等
の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。

推奨環境

このレポートに記載されているURLはクリックできます。

できない場合は最新の AdobeReader を下記のページよりダウンロードしてください。
（無料）

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。
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自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

お金の行事カレンダー

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。

単位：円

合計

4月

イベント名月 金額

合計

10月

イベント名月 金額

合計

5月

合計

11月

合計

6月

合計

12月

合計

7月

合計

1月

合計

8月

合計

2月

合計

9月

合計

3月

新年度用品 10,000

車検と自動車保険 30,000

40,000

ハロウィン 2,000

2,000

GW 10,000

母の日 2,000

12,000

冬被服費 30,000

30,000

父の日 2,000

結婚記念日 10,000

12,000

クリスマス 5,000

年末レジャー 50,000

冬バーゲン 30,000

忘年会 10,000

95,000

子どもの誕生日 5,000

5,000

新年会 10,000

10,000

夏休みレジャー 50,000

50,000

バレンタイン 2,000

2,000

運動会 5,000

5,000

ひな祭り 5,000

5,000



自己紹介

私は二児の母親で、ワーキングマザーです。育児も仕事もあって忙しく、教
育ママでないつもりですが、子どもに「私は私立中学に行きたい！」と宣言
されました。

それまでの我が家は、月に6万円も赤字の生活。ボーナスで毎月の赤字を
補てんしている状態でした。子どもの夢を叶えるため、赤字を改善し「減ら
さずにお金を増やす」ことについて、日夜考えてきました。

そして、たった６年で2000万円の貯蓄とアパート1棟の大家さんになりまし
た。投資のベースは、投資信託の積立です。2000万円はほとんど投資
信託で増やしました。その増やし方のコツは私の著書『9マス分散式ではじ
める積立投資信託』にて公開しています。

いままでの積立投資本と違うのは、景気のサイクルに合わせて積立投資
でも売買をすると利益率が増すことを解説している点です。是非こちらも、
手に取っていただけると幸いです。

書籍では、ネット上の証券会社で取引されることをお勧めしていますが、川
畑の講座『知識ゼロから始める9マス分散式メソッド』では、ネット証券の
使い方から、投資信託の選び方など、投資の初歩の投資信託からレク
チャーして、株式投資も活用した資産構築方法を教えています。

9マス分散式メソッドを受けた方は、自然に経済ニュースが耳に入るように
なり、赤字家計から投資の力で黒字になった主婦の方もいます。

9マス分散式メソッドの体験セミナー&説明会は、無料メールセミナー「お
金を増やす基本５箇条」を受講されてからお申込みいただけると、特典が
ございます。

是非、無料メールセミナー「お金を増やす基本５箇条」も受講されてくださ
いね。

第１章
お金の管理ができていない人間は
人生の管理ができていない

お金の使い方は、あなたの人生そのものなんです。お金の使い方が変わる
と人生も変わりますよ！お金の行事カレンダーは、お金の管理を考える上で
も大事です。

お金の行事カレンダーを作る前に、まずマインドセットをしましょう！

（１）自己管理できない人の特徴とは？

お金の使い方が変わると、自己管理できない自分にさよならできますよ！
まずは、自己管理できない人の特徴を見てみましょう。

• 感情のコントロールができない
• 時間を守れない
• 部屋を片付けることができない
• いつも様子見をしている

※様子見をしているというのは、自分の意見を言わなかったり、誰かと誰か
が話し合っている最中に、黙ってきいている人のことを指します

• 相手のことを考えない
• ネガティブ思考

こんなところでしょうか？　

逆に自己管理できている人との違いは、何でしょう？
少し考えてみてくださいね。では、まず最初の答えは、

「責任感があるかどうか」です。想像しやすいですよね。次の２つは、分か
りますか？

• 自分がどうなりたいかをイメージできているかどうか
• 自分を大切にしているかどうか

自分がどうなりたいかをイメージできている、または自分を大切にしている
ことは、お金を上手に使うことにも繋がります。

私は子どもを私立中学に入れるための資金を明確にして、それを貯蓄でき
るイメージができていたので、2000万円貯められたのです！

（２）お金の管理ができない人が陥っているワナ

実は、お金の使い方や管理は、子どものころからの習慣で決まることが多
いです。生まれ育った家庭での習慣がそのまま、あなたの習慣になることも
あります。

学校では、お金の使い方について学ばないと言われる人も多いですが、子
ども達のテストを見ていると、家庭科で教えているようです。

でも考えてみたら、家庭科って期末テストにありますが、後回しにしてしま
う教科ですよね。なので、皆さん覚えていないのだと思います。

ただ、お金の知識格差は、そのまま所得格差につながるので、是非お子さ
んには、家庭科もちゃんと勉強するように指導してくださいね。

ただし、勉強するだけでは、お金の管理ができるようにはなりません。

「やってみようかな」「続けていこうかな」という気持ちになるためには、何

が必要だと思いますか？　これ重要なので、よく考えてくださいね。

「お金を貯めなきゃ」「不安です」「家計簿をつけなきゃ」「新聞を読まな
きゃ」「もっとお金のことを勉強しなきゃ」

そんなふうに、思っている、あなたほどお金は貯まりませんよ？

ヒントを差し上げましょう。
「〇〇しなくちゃ」って、子ども達がよくテスト前に言っています。

・・・つまり、イヤイヤ勉強しているワケです。

お金が貯まらない、お金の管理ができない人は、

「やっていて楽しい」と思っていないということ。楽しんでお金のことを考え
ていないということなのです。

私は本当にお金のこと、考えるのは大好きです。

その昔広告営業マンだった頃も、売上の振り返りをするのは、好きだったの
です。

売上が少ない時は、逆に売上が大きく上がった時に何をしたのか、思い返
していました。そしてやっていない事に気付き、行動することで、ずっとNo1
営業マンでいられたのです。

（３）お金の管理を徹底すれば、人生が変わっていく

もしかして、「お金を使えば幸せである」という考えがあなたにはありませ
んか？

素敵なレストランで外食する。心も豊かになりますよね。

でも、お金を使わなくても、心は豊かになります。例えば、お弁当を作って
公園で食べるだけでも、子ども達は喜びますし、気持ちも良いものです。

お金を使うこと＝幸せではありません。

「欲しい」ではなく、それが必要かどうかを考えてお金を使うことが重要で
す。そして、貯金が増えていくと心理的にも変化がおこります。

・貯金が増えれば、心に余裕ができる
・貯金が増えれば、シンプルになる
・貯金が増えれば、選択肢が増える

イメージできましたか？　イメージすることが大切です。

第２章
お金がなくても「お金がない」と言わない
口癖のように「お金がない」と言っていませんか？この口癖はすぐに改めま
しょう！

なぜなら「お金がない」というのは事実ではなく　「口実（言い訳）」に
なっていることがほとんどなのです。

（１）そもそも「お金がない」という状態はない

例えば、心配性のAさんは、毎月５万は貯金しないと気が済まず、貯金をし
ているために生活費が苦しく『お金がない』とこぼしています。

また、あればあるだけ使ってしまうBさんは、貯金額は０円で、毎月給料日
間際は食うや食わず生活を迫られるほど、切迫した状況で「お金がない」
とぼやいています。

どちらも本心から『お金がない』とこぼしていますが、2人のお金がないに
は大きな違いがあることがわかりますよね。

お金が無いのレベルって人それぞれなんです。

銀行で下ろせばあるんだけど今現在財布にお金が少ないから「お金がな
い」なのか

貯金も無く給料が入るまで使えるお金もないが｢お金がない」なのか

急な出費に対応出来ないが「お金がない」なのか

生活には困らないし貯金もあるけど家のローンとか車のローンがあること
で「お金がない」なのか・・・ただの口癖なのか・・・・

でも、覚えておいてください。どれだけお金がなくても、あなたの価値に変
わりはない、ということです。

（２）お金は使ってもいいのだと思考を変える

また「お金がない」と うかつ に言ってしまうと、犯罪に巻き込まれるケース
もあるのです。

フリーターを狙った詐欺なのですが、海外投資に勧誘され、「投資したい
けど、お金がない」と言ってしまったところから、犯罪に巻き込まれます。

住宅ローンやマイカーローンのない「フリーター」が狙われる詐欺の手口で
す。詳しくは、出典記事を読んで欲しいのですが、簡単に手口を紹介しま
すね。

※出典：「フリーターから1000万円取る銀行カードローン詐欺の手口」
http://bit.ly/2vziHym

詐欺の最初の手口は、「海外事業への投資」の勧誘です。セミナーを開催
して人を集め、海外投資で大きなリターンを生むと説明します。

お金がないから投資ができないと言った人、特にフリーターの給与明細な
ど偽造して架空の会社員に仕立て、銀行のカードローンで1000万円ほど
借りるというものです。借りたお金は、投資の原資としてだまし取られま
す。

ここで怖いのは、自分も銀行のカードローンの不正を行って引き出してい

るので、加害者になっているということ。既に加害者なので、被害届も受理
されないのです。

被害届が受理されれば、お金が戻ってこなくても税金面での優遇もあるの
ですが、それもできない状態になってしまいます。

こうした犯罪グループは、かつてオレオレ詐欺をしていた暴力団関係のよ
うですね。

「投資したいんだけど、お金がないんです」と言ってしまったところから、
犯罪に巻き込まれるのです。

投資を断る時は、安易に「お金がない」と言ってはダメです！　お金は使っ
てもいいのだと思考を変えること。そうしないと犯罪に巻き込まれるかもし
れませんよ？

お金は使っていいのですが、使い方を自覚することなんです。

（３）適度にお金を使うことでストレス買いを防ぐ

何かしようと思っても「お金がないから無理だ」「お金がないから、何もで
きない」などとあきらめてしまうと、前に進めなくなります。

お金がないというマイナス思考を捨てて、「お金持ちになる！」というプラス
思考に意識を変えましょう。

そして節約だけでなく、月に1度は豪華な外食やレジャーに行くことも大事
です。お金がないから、外食を我慢する・レジャーに行かないなどを続ける
と、反発が起こってしまいます。

むしろ１ヶ月に１回の贅沢で心が癒やされると、また節約に励めるのです。

月１回のレジャーを楽しむために、ムダにコンビニや買い物にも行かなくな
れるのです。

心のゆとりがないと、安いモノをストレス買いしてしまうのです。ストレス買
いを防ぎ、使う所には使うことで、お金は貯まるのです。

（４）楽しみにお金を使えるようになる

「貯金が減ったらどうなっちゃうだろう・・・」とか

趣味や旅行にお金を使おうとすると「本当に使っても大丈夫かな？」と罪
悪感と不安が入り混じったような想いが出てきてしまう。

お金を使うことに不安を感じる人も少なくありません。でも、お金を使わな
い人生なんてあり得ませんし

そういう考えでいると「守銭奴」になってしまう可能性もあります。

守銭奴というと、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のネズミ男のような人です。

お金と権力が大好きで、何よりも金儲けを最優先します。平気で嘘をつき、
人を裏切る、欲にまみれた人物に、あなたは、なりたいですか？

・・・

そうですね！　なりたくないですよね。だからこそ「お金の使い方」をマス
ターしてください。お金の計画の立て方を学んでいきましょう！

第３章
１年間で必要になるお金を知ること

新年度の４月に向けて、１年間のお金の計画を立ててみましょう！

実は、年間で考えると特別支出って意外とあるのです。家族旅行や家族の
誕生日はもちろん、バーゲンの予定も立てておけば「なんとなく支出」を減
らせます！

（１）年間計画を立てる

何度か私のメルマガ『教育貧困にならないために』で書いていますが、出
費には２種類あります。

固定費と変動費ですね！

例えば、生命保険など各種保険料・税金・住居にかかる費用などが固定
費になります。効果的に節約するのでしたら、固定費を見直すことが大事
です。

次に変動費は、日用品・食費・医療費・趣味や娯楽に関する費用などがあ
ります。変動費は、毎月違います。特に「特別支出」がいくらかかるのか、予
定ができているとお金の流れを把握しやすくなります。

貯蓄体質に変えるための第一歩として、年間支出カレンダーをつくってお
き、「いつ」「何に」「いくら」お金がでていくのかを把握しておきましょう。

家計簿がなくてもOK。手帳や行事予定を見ながら年間支出カレンダーに
イベント名とおおよその金額を書き込みます。

別紙のエクセルを活用して入力してくださいね。 

（２）月別の計画を立てる

年間の行事計画を立てるだけでも、自分にとって本当に使いたいお金を確
保できるようになりますが、年間計画⇒月計画⇒日ごと計画まで、立てられ
ると完璧です。

できるところまででよいのですが、やり方は覚えておきましょう。

月別の計画を立てる際には、項目の設定がポイントとなります。詳細な項目
分けは長続きしない原因となりますので、自分自身がわかりやすい項目分
けや、知りたい項目ごとに分けることがポイントです。

たとえば、日用品・食料品などの項目に分けることにより、同じスーパーで
買った商品でも別の項目となります。

面倒でしたら、日用品と食料品は一緒でも良いです。大事なのは、自分が
わかりやすいこと。

同じスーパーで、日用品も含めての予算でもOKです。年間の行事予定から
差し引いた金額でヤリクリの計画を立てましょう。

（３）日ごとの予算を決める

さらに細かく日 の々計画を立てるためには、１日にいくらまで使っていいか

を決めておくことが大切です。あまりに少ないと計画の実行が難しくなるた
め、ある程度の余裕を持ったプランが望ましいでしょう。

（４）年間貯蓄目標を決めてお金の流れをつくる

お金が自然に貯まる家計にするには、まず「特別費」を決めることです。な
ので、最低限「年間の行事計画」で予算を先に決めておいてくださいね。

特別費は、あなたにとって「ステキ」なお金の使い方だと思ってください
ね。

ステキなお金の使い方をしないとどうなってしまうのか？　バブル期だっ
た、私の学生時代の話を聞いてください。

私が大学生の頃、デザイナーズ(DC)ブランドが大流行しました。当時の
DCブランドの服は高額でTシャツでも1万円以上もするものがありました。
某デパートでは、与信審査が通りにくい若い女性にクレジットカードをバン
バン発行して高額な洋服を販売していました。

友人の中には、お金が足らなくなると気軽にキャッシングしている人も少な
くありませんでした。お金を借りるのに抵抗がなくなってしまったのです。

当時と変わらずクレジットカードの金利は、15％もあります。１年間100万円
借りたら、１年後には115万円もかえさなければならないのです。

また以前、メルマガの読者さんからこのような感想をいただきました。

「私はクレジットカードの利用残高が200万程あり、それをリボ払いで支払
いしています。それを返済し終わってから投資をしようと思い、毎日のメー
ルを読んでいるところです」

リボ払いの金利は、現状ほとんどが15％くらいです。200万円を毎月５万
円返済した場合総支払額は、250万8,248円です。

50万円以上も余分に支払うのです。

リボ払いは住宅ローンのように繰り上げ返済もできます。複利で返済額が
増えますので回数が多いと支払い金額が高額になってしまいます。

リボ払いで返済するのではなく、少しでも繰上げ返済をして返却すること
です。

簡単にお金を借りることができるので、深く考えずに使ってしまう人がいま
すが、借りるのは簡単でも、お金を返すのはとても大変なのです。

第４章
お金持ちはモノ覚えが良い

資産家と呼ばれる人は、記憶力が良くて、一週間前何を食べたかよく覚え
ているくらいです。つまり1日いくら使ったかも覚えています。

（１）現在の総資産額を今、答えられますか？

あなたは、家庭にある資産の総額をご存じですか？　お金持ちほど、総資
産を把握しています。私の知り合いで、富裕層向けのサービスをしている方
が話していたことです。

資産家の家で打ち合わせするのに、通された部屋には、立派な背表紙の
書類棚ばかりの部屋だったそうです。

実は、その書類はすべて資産の目論見書だったのです！　そして、資産家
は、どのファイルにどの資産が記載されているのか、完全に把握されていた
と話していました。

あなたも、是非家庭の資産表を作ってくださいね。我が家は、夫婦別財布
なので、各々が作って共有ファイルに入れて、お互いに見れるようにしてい
ます。

是非、資産表も作ってみてくださいね。

（２）貯蓄するお金を逆算して決める

年間の行事予定、月別の計画、日ごとの計画までできたら、逆算して貯蓄
額を決めるのも簡単です。毎月の計画だけで大変でしたら、ボーナスを貯
蓄に回すなど、貯蓄額を決めましょう。

そして、何のために貯蓄するのか明確にして、逆算して毎月の貯金宣言を
することです。宣言することが成功のコツです。

ゴールから考えると、夢が実現しやすくなります。

目標達成のための「予算」を「ゴールから逆算」して決めるため、スケジュー
ルおよびそのために行うべき行動が明確になります。

「ゴールから逆算」して行動予定を自分で決定することは、人に言われて
から動くのではなく、目標達成のために、自らの意志で行動することにもつ
ながります。

それは、人に言われた通りに行動する「他者の支配を受け入れる生き方」
から「自らの意志で生きる主体的な生き方」への脱却でもあるのです！

（３）時間を敵に回すマイナスの運用を避ける

資産を増やすには、投資をするだけではダメなんです。このことを真に理
解している人が少ないのです。

それは何でしょう？　

答えは、マイナスの運用、「住宅ローン」です。

資産運用がプラスの運用でしたら、住宅ローンなどの負債は「マイナスの
運用」です。このマイナスの運用も複利で増えるのです。

マイナスの運用の住宅ローンを早くなくすことも重要です。

第５章
金利を理解できていますか？

金利とは、お金を預けた時に貰える「賃貸料」なんです。あなたは、金利に
ついて、どの程度理解できていますか？

（１）金利の計算できますか？

以前こんな質問をいただきました。

─────────────────────────────
3ヶ月で 0.300%と言うことは 100万で 30万 1000万で 300万の金利が
つくと言う事でしょうか？
そんな 事ですか？
税抜き後でも 相当な金額になりますよね？理解に苦しみます。
計算違いますか？
─────────────────────────────

そんなにも金利が付いたら、皆さん預金に励むと思いますが(;^_^A
この計算は、間違いです。0.3％は、そのまま掛け算してはいけません。

％は「率」なので、実際には0.3÷100=0.003です。

具体的には、

1000万円×0.003＝3万円が利息です。ただし0.3％は年利なので、３ヶ月
だと(３万円÷12ヶ月)×３ヶ月＝7,500円です。

元利継続で再度預けると３ヶ月後は、1000万7,500円にその時の金利で
継続されます。

（２）もっと利息が高いのが「債券」

個人向け国債を活用していますか？

国債を活用することをおすすめすると、「日本が破綻しないか心配」と言
われることがあります。

これ、心配するポイントがずれています。どこがズレているのか少し考えて
みてくださいね。

少し難しいかもしれませんので、連想ゲームのように考えてくださいね。

そもそも日本が破綻したら、あなたの預金も価値が大きく下落します。国
が破綻するとハイパーインフレが起きます。

ハイパーインフレが起こって物価が上昇すると、いままで1個100円で買え
たパンが1個5万円になってしまったりします。

そうなったら、預金していても国債で保有していても同じことですよね。国
債を買わずに預貯金しているのでしたら、心配しているポイントが違うとい
うことです。

日本が破綻する心配をしていたら、そもそも資産運用なんてできません。

（３）株や投資信託よりも安全に運用できる

債券投資と株式の違いは、確実性が大きく違うところです。債券投資で
は、企業の信用力があれば確定して利子と元本が手に入ります。一方株式
投資では、その企業の成長力に投資することになりますので「確実性」は
低くなるのです。債券は、満期まで保有を続ければ、元本と利息が手に入

おわりに
お金の行事カレンダー、いかがでしたか？

このPDFの巻末（お金の行事カレンダー）を活用して、実際にあなたのお
金の行事カレンダーを作ってくださいね。

そしてあまりやっている方が少ない債券投資にもチャレンジしてみてくださ
い！ 「債券投資の基礎講座」では、安全にお金を増やし、お金の使う予
定が立てやすい債券投資の基本を解説しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

ママを応援する投資コーチ・ファイナンシャルプランナー
川畑明美

ります。この満期があるので、債券を途中売買しても、価格が満期額から大
きく変わることはないのです。

株式投資の場合は「期待感」という、実態のないものに投資をするので、
安全性は低くなります。

（４）債券を保有していて良かった！

あるお客様の実例です。ある上場企業の役員になっていて、自社株がとて
も値上がりしたのですが、資産のほとんどがその自社株で、株価の変化で
資産が変動してしまうのがお悩みでした。

そこで、一部自社株を売却して債券にしました。そして、株価が暴落してい
る時に、税金の支払い期限が来たのです。

利益が上がっていて、200万円をすぐに準備しなければなりませんでした。
税金は、延滞すると利息が付いてしまいます。さらに株価がマイナスになっ
ているので、株を売却して現金にできません。

そんな時、債券が役立ったのです！債券は、途中売買可能です。多少証券
会社の手数料がかかりますが、下落した株を売却するよりは、ずっと少ない
損失です。

債券にしておいて本当に良かったと、お客様も喜んでいました。投資信託
だけでなく、現物の資産も、複数の資産に分けておくことが大事です。株式
と債券や預貯金、不動産に資産を配分していれば、どんな経済でも安心で
す。

はじめ

この度は、川畑明美公式サイトにいらしてくださり、ありがとうございます！

また、『お金の行事カレンダーでお金を貯める！』をダウンロードいただけ
たこと、とても感謝しています。

家計簿が3日坊主でなかなかお金が貯まらないという方でも、お金が貯ま
りやすくなることとお金の行事カレンダーの作り方を知って欲しいと思い企
画いたしました。

あなたが本当に使いたいことにお金を使えるようになるために、お金の行
事カレンダーを作って、価値あるお金の使い方をマスターしてくださいね。

お金は使うためにあるのですが、本当に使いたいことに使っている方は少な
く、なにかしらムダ使いしているのです。

もっともいけないのは、「お金の計画なんて面倒くさい」と言って、なんとな
くお金を使っている状態です。

そうならないためにも、このレポートで学習してくださいね。

「お金のことはワカラナイ」と、遠ざけるのではなく、少しずつでも良いの
で一歩一歩お金に関する知識を身に着けていきましょう！

私は、そんなあなたをサポートしています。

お金の行事カレンダー
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