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※セミナーの資料及び動画を無料で公開しますが、無料配布＝著作権の放棄ではありません。利用の際は著作権法の

順守をお願いします。 

 

 OKな利用方法（許諾等も不要） 

個人や法人が勉強として使う（業務利用も可）。 

 

 NGの利用方法 

・資料内容の改変（同一性保持権の侵害） 

・シェアーズカフェおよび中嶋よしふみが作成した資料である事の削除（氏名表示権の侵害） 

・有料・無料問わず、資料の再配布（公衆送信権の侵害・リンクや埋め込みは問題無し）。 

 

その他、引用など著作権法を順守した利用をお願いします。 

©シェアーズカフェ株式会社・中嶋よしふみ 
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 自己紹介 
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 中嶋よしふみ プロフィール 

2011 年、ファイナンシャルプランナーのお店、シェアーズカフェを開業。保険などの金融商品は一切売らず、金融機

関・不動産会社との取引はゼロで有料相談のみを売るＦＰ本来のスタイルで営業中。主に共働き夫婦の住宅購入の相

談を提供。 

日経ＤＵＡＬ、東洋経済等で執筆するほか、マネー・ビジネス・経済の専門家が情報発信をするウェブメディア、シ

ェアーズカフェ・オンライン（SCOL）を編集長として運営。書き手に鬼の執筆指導を提供中。著書に「住宅ローンの

しあわせな借り方、返し方（日経 BP）」、「一生お金に困らない人 死ぬまでお金に困る人（大和書房）」。お金よりも料

理が好きなＦＰ。79年生まれ。 

 

 

 開業から事業が軌道に乗るまで。 

2011年 4月 震災直後に開業。当初のお客さんはほぼゼロ。震災が発生した時点で「あ、終った……」と茫然自失。 

2012年 2月 開業前に考えていた集客プランが全て失敗。仕方なくブログを書き始めるが、やる気ゼロ。 

2012年 3月 ウェブメディア・アゴラに投稿した「持ち家は資産か？」が採用され大ヒット。10万ＰＶも読まれる。 

2012年 4月 記事を読んだお客さんが 1回 3万円のレッスンに来店し、驚く。 

2012年 5月 貯金が底をつく寸前まで追いつめられるも、売上が発生し始めて首の皮一枚で生き残る。 

2012年 7月 開設 5か月目でヒット記事が 2本生まれ、ブログのアクセスが 14万ＰＶを突破。 

2012年 8月 アゴラの記事が編集者の目にとまり、日経マネーのメールマガジンとＷＥＢ版で連載決定。 

2012年 9月 連載に空きが出て、企画を提出した結果日経マネー本誌で連載決定。 

 

以降、有料相談の他、新聞・雑誌の取材、ラジオ、テレビ、セミナー講師、書籍の出版など、あらゆる仕事を営業ゼ

ロ、広告ゼロ、ウェブで記事を書くだけで獲得するようになる。2014年、ヤフー!ニュース配信開始をきっかけに法人

化。 
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 シェアーズカフェ・オンラインとは？ 
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 当初の開設目的はオウンドメディアでコンテンツマーケティング。 

2013年 9月、マネー・ビジネス・経済分野のウェブメディアとして開設。当初の目的はブログで成功した「執筆で集

客」、いわゆるオウンドメディア（自社のメディア）によるコンテンツマーケティング（宣伝効果を狙った記事・写真・

動画等の事）をより大規模に展開するため。 

 

一方で、他人の金儲けに専門家が付き合ってくれるわけが無いと考え、当時あらゆる士業が「食えない」と言われる

ようになっていたことから、ギブ＆テイクの仕組み（＝参加した専門家の活動支援を積極的に行うスタイル）を考案。 

 

開設時点で専門家が 20人近くも集まったが、執筆能力が低かったため仕方なく執筆指導を開始。結果的に積極的な活

動支援と執筆指導が SCOLの特徴となる。 

 

翌月にはブロゴスに配信開始、翌年 3 月にはヤフーニュース配信開始決定、その後は goo ニュース、ハフィントンポ

スト等にも配信を開始。 

 

もくろみ通り、参加した書き手には新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・講演依頼・本業の依頼などが多数。 

 

また、サイト開設後は宣伝ではない純粋な「コンテンツ」を提供する「メディア」として運営を行い、外部配信に備

えて厳しくガイドラインも制定したことから配信先の信頼を得るにとどまらず、ステマ騒動を無風で通過。 

 

今後はマネー・ビジネス・経済分野の士業・専門家が活躍するための登竜門を目指す。 
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 ネタと切り口 
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 読まれる記事は「ネタ」と「切り口」で構成される。 
ネタと切り口とは「何を」「どのように」書くか？ ネタと切り口を分解すると、以下のような記事の分類に。 
 
ネタだけ  
情報寄り……ストレートニュース（通信社・新聞の事実関係だけを簡潔に伝える記事） 
知識寄り……テキスト（教科書に載っているような文章・専門家が書くダメな記事の典型・すぐにネタ切れを起こす） 
 
切り口だけ 
上手く書けば……エッセイ（私と＊＊） 私が思っている事、考えている事が中心。「閉じた世界」の話。 
下手に書くと……日記  芸能人・有名人を除けば誰も興味を持たない。 
 
「ネタと切り口の組み合わせ」がウェブで読まれる記事。 
 

 ネタ集めは特別な事をしない 
ネタ探しはヤフートップで十分。無理にネタを探す必要は無い。自分の場合はフェイスブックのタイムライン経由で
見るニュースが 9割くらい。ネタの奇抜さで勝負をしない。ありふれた皆が知っているネタを誰もが好む。 
 

 切り口は「連想ゲーム」 
あえてかけ離れたものを組み合わせて興味を引く。 
お天気お姉さん×キャリア＝就職活動を始めた大学生はＮＨＫのお天気お姉さん・井田寛子さんに学べ。 
乃木坂 46×有給休暇＝有給休暇を取得して、乃木坂 46の東京ドームライブに参加したい人へアドバイスしてみた。 
 

 手始めとして時事ネタに言及する形で記事を書く。 
「時事ネタに専門知識と独自の視点で切り込む」のが定番の書き方。時事ネタはネタ切れしない。弁護士ドットコム
はこのワンパターンで大成功。 
 

 「ネタと切り口」の練習方法 
フェイスブックなど、ＳＮＳでニュースへ言及する形でコメントを投稿する。その中でイイネやコメントの書き込み
など反応が多かった記事をネタとして採用する。これは野球で言う「素振り」なので毎日続ける。 
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 時事性・専門性・熱意 
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 時事性、専門性、熱意。 

この 3つが組み合わさった記事を書けた時、爆発的に読まれる。 

 

＊時事性・今読むべき必然性 

＊専門性・専門家として自身が書くべき必然性 

＊熱意・ネタに対する興味の強さ、読者に届けるパワー 

 

強い興味を持った時事ネタに専門知識と独自の視点で切り込む記事を書くと自然とこのスタイルに。 

 

 時事性を取り込む簡単な方法 

今起きている事件・ニュースをネタにするか、その時々の季節に合わせたイベント・ネタ（クリスマス、GW、正月、

夏休み、就活解禁、卒業式など）を選ぶ。 

 

 専門性プラスアルファがオリジナリティにつながる。 

専門分野に限らず、他分野のニュースに専門知識で切り込む書き方もあり。ただし同業の専門家も多数いるので、「専

門知識」は武器ではない。「専門家である自身の視点」にオリジナリティがあると考える。 

 

 専門家という「職業病」。 

自身が「専門家の視点」でしか物事を見られなくなっている可能性に注意する。専門家の視点と一般人の視点、両方

を持つ。「色眼鏡」を外す。 

 

 熱意は「好きこそものの上手なれ」 

興味のあるネタはゼロから調べなくてもすでに必要な情報が頭の中に入っている。引き出しの多さが記事の面白さに

つながる。 
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 衝動の理論化 
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 時事性・専門性・熱意で構成された文章を、「衝動の理論化」と呼ぶ。 

文章に感情を乗せる。本来、作家やシナリオライターがやっていることで非常に難しい。ただし出来るようになると

読者に突き刺さる文章を書けるようになる。 

 

 「感情的なことを客観的に書く」 

衝動の理論化を実践する方法は「感情的なことを客観的に書く」。 

ヒントは「イラッと来たらチャンス」。良くも悪くも「琴線に触れた」かどうか。 

ニュース等で何かしらの想いが湧いたり感情が動く理由は、自身にとって意味のある内容だから。 

感情の揺れを、客観的に根拠をもって文章化する。それが衝動の理論化。ＳＮＳのつぶやきでストレスを解消しない。 

 

 「衝動の理論化」実例。 

『マクドナルドの「時給 1500円」で日本は滅ぶ』 

偶然目にしたファストフード店の時給を 1500円にあげるべきというデモが行われたというニュースを見て、あまりの

バカらしさに腹が立ち、なぜ時給 1500円に問題があるのか、客観的に記事化。 

 

『なぜスイスのマクドナルドは時給 2000円を払えるのか？』 

時給 1500円の記事がヤフートップに掲載された事で多数の批判が発生し、あまりの鬱陶しさに追加の記事で黙らせて

やるという意図で書いた。 

 

他の記事も全てが「衝動の理論化」で書いた記事。一つひとつの記事を作品のつもりで仕上げると「資産」になる。 
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 雲雨傘（くも・あめ・かさ） 
  



                          14               ©sharescafe 
 
 

 コンサルタントのプレゼンテーションテクニックは記事執筆に通じる。 

雲・雨・傘は、「クモが出てきたので、アメが降るかもしれない、だからカサを持っていきましょう」という正しい提

案の手順。それぞれ事実・解釈・行動を意味する。記事執筆に活かすには以下のように理論展開。 

 

雲・客観的な事実 

雨・事実から導かれる客観的な説明や予想、解釈 

傘・自身の意見・視点・提案 

 

雲雨の無い傘は妄想になるので注意。 

 

構成を考える際、記事を見直す際、理論の展開に漏れが無いかチェックリストとしても使える。ただし、媒体によっ

てトンマナ・アプローチの方法は異なる。 

 

通信社は雲のみ、新聞社は雲雨までなど、媒体によっても正解は異なる。 
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 ファクト・データ・ロジック 
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 読まれる記事は「客観的な記事」。 
客観的な記事＝根拠がある記事。客観的とは人によって見え方が変わらないもの。中立ではない。 

読者の感想が「この書き手とは意見が違う」はＯＫ。「事実関係が間違っている」は完全にアウト。 

 

 記事の構成に必要な三つの客観的な要素とは？ 
＊ファクト エピソード、実際に起きた出来事、事件。具体的な行動など。 

＊データ 信用出来るデータ。公的なモノ、大手企業の調査など。 

＊ロジック すでに確立した理論。異論・議論の余地の無いルールや法律など。（会計ルールや経済学の考え方等） 

 

これら三つの関係は「ファクトをデータとロジックで下支えする」という形で記事を書く。 

最悪な書き方は「ソースは俺」。 

 

 「エピソードトーク」を参考に。 
バラエティ番組でタレント・芸能人が話すような「最近あった出来事」がエピソードトーク。一番分かりやすいのが
「さんま御殿」。ＭＣがお題に基づいて、出演者に次々と話題を振って番組を展開していく。 

記事で最も面白いのはファクトで描かれる「エピソード」。時事ネタ、企業の商品、自身や友人の体験などモノや行動
を伴う話。思っている事、考えている事、理屈などはファクトにならない＝つまらない。 

 

読者にとって身近な話、興味のある話、話題になっているニュース等がエピソードトークとしては使いやすく、読ま
れやすい。記事で言えば入口・フックとなる。 

 

 自分語りはうっとうしい。 
自身の体験については、世間に向けて書くだけの価値があるか慎重に判断する。見も知らぬ人、無名な人の「自分語
り」ほど退屈なものはない。 

 

 チェリーピッキングに注意。 
データとロジックを使って、ファクトで示した事例は偶然ではなく、起こるべくして起こったことを示す。都合の良
いデータだけを寄せ集めることはチェリーピッキングという。データの扱いには注意 
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 ストーリー ～面白い記事を書く～ 
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・ネタと切り口 

・時事性・専門性・熱意 

・衝動の理論化 

・雲雨傘 

・ファクト・データ・ロジック 

 

これらは全て「ストーリー」を構成するためにある。 

 

分野を問わず、文章を書く際には「面白い記事」を書く。ウェブの記事で勉強しようと思う人はいない。役に立つか

らではなく、面白いから読まれる。専門知識は食材＝ネタではなく調理道具として使う。専門知識を披露するだけの

記事は読まれない。専門家の記事がつまらない根本的な理由は、楽しませようという意識がゼロだから。 

 

面白い記事は「引出し」の有無で決まる。「ネタと切り口」をより面白く演出する適切な小ネタ、エピソードを適切な

タイミングで出す。 

 

面白い小説や映画は土台となる舞台背景と登場人物の描写がどちらもしっかりと描かれている。ブログやニュースの

記事も同じ。ネタとその背景、両者の組み合わせが面白さにつながる。 

 

表に出るニュースにはそこに至るまでの背景・過程があり、「結果」でしかないので「原因」まで深堀りする。エンタ

メの創作手法はどの分野の執筆にも役立つ。 

 

お天気お姉さんの記事は、見た目が綺麗でタレントのようなお天気おねえさんが、実は「苦労の人」で失敗を重ねた

結果お天気おねえさんとなったこと、そして現在のキャリアには過去の経験が生かされていることを描き、成長物語

としてのストーリーを成立させた。 

 

 

 

  



                          19               ©sharescafe 
 
 

 「フェアな態度」で記事を書く 
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 テクニックとメンタル 
クオリティの高い記事を書くためには、テクニックと「メンタル」の両方が必要。 
 

 フェイクニュースが生まれる原因 
新聞・雑誌・テレビ等のメディアでも度々誤報が生じるが、本当にただのミス？  
 
「日本人を救おうとして交通事故に遭った勇敢な米兵と、それを報じない沖縄二紙」という記事を産経新聞が報じる。 
→実際は日本人を救おうとした事実は無く、当初間違った報道をした米 NBCテレビや米軍のツイッター情報を鵜呑み
にして沖縄県警に事実確認をせず記事が書かれた。後に謝罪、撤回。 
 
朝日新聞の記者が産経新聞のサイトにアダルトゲームの広告が掲載されていて問題があるのではとツイッターで指摘。 
→実際は自動的に広告が掲載される「アドネットワーク」「ターゲティング広告」の仕組みによるもので、朝日新聞を
始めほとんどのウェブメディアで採用されている。 
 
多くの誤報は自社の方向性に沿った内容や、敵失を責める内容。訓練を受けたプロの記者でも「自分の見たい事」「気
持ちいい情報」だけを見て、最悪の場合フェイクニュースの発生原因となる。曇った目がプロのテクニックすら鈍ら
せる。 
 
イデオロギーに根拠は無い＝馬鹿に見えるので表に出さない。記事は徹底的に客観性を貫く。 
 

 「好きな人も間違ったことを言うかもしれない」 
 「嫌いな人も正しいことを言うかもしれない」 

 
「認知的不協和」で「すっぱい葡萄」状態に陥らず、事実は事実として受け止める。認知的不協和のストレスに耐え、
違和感があったら立ち止まり、深く考えるキッカケとして捉える事が書き手としての「フェアな態度」につながる。 
ステマ記事も「自分だけがトクをしたい」というスケベ心＝アンフェアな態度から生れる。 
 
※認知的不協和→複数の要素の間に矛盾があり、不快感を覚える状況。 
※すっぱい葡萄→イソップ童話。欲しいのに手に届かない高い場所にあるブドウを「あんな酸っぱいブドウは要らな
い」と負け惜しみで否定して勝手に納得するキツネの話。 
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 炎上を避ける方法 
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違法・非常識・間違い、空気を読めない、不用意な記述が炎上につながる。 

 

 放送禁止用語 

放送禁止用語はあくまで自主規制だが、世間一般では口にすることも書くことも非常識なものとされている。知らず

に使っていると専門家としての能力以前に人間性を疑われる。 

 

 「常識の変化」を敏感に受け取る。 

例えば 2000年前後に行われた飲酒運転の厳罰化、未成年への酒・タバコ販売の厳罰化などにより、一昔前と比べてこ

れらの法律違反に対する世間の目は極めて厳しくなった。 

 

 男らしいはグレー、男らしくないはクロ？ 

男女の過剰な区別や LGBT への差別は微妙な判断になりつつある。バラエティ番組で見かけるような、ゲイ・レズの

イジリはもう危ない。 

男らしい・女らしいは褒めているのでまだグレー、男らしくない、女らしくないはすでにアウト、と大手新聞社の整

理部記者談。ただし、あえてグレーな表現を使う必要はない。 

 

 手抜きは炎上の元。 

度々発生するネットの記事や広告による炎上は、その多くが「手抜き」によって発生している。対面で会う人と比べ

て、ネット上の記事に接する人は数千倍・数万倍も多い。「普段の仕事と同じレベル」で、専門家として責任を持った

情報発信を行う。 

 

参考記事・ワコールの炎上広告「東北美人に抱かれているような下着」炎上の原因は「手抜き」である。 
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 記事の力～記事は「資産」になる～ 
  



                          24               ©sharescafe 
 
 

 記事の力 
記事の質×掲載媒体の質。 

個人ブログではどんなに頑張っても読まれるようになるまで早くて数か月、通常は何年もかかる。読まれずに終わる
場合がほとんど。編集長・中嶋がブログの開始 1か月でバズった理由はアゴラに投稿した記事が掲載されたから。 

 

質の高い記事が「読者」を「ファン」に変え、継続的な執筆が「ファン」を最後には「客」へと変える。 

 

 ウェブで情報発信をしている専門家は少ない。 
ネットでガンガン記事を書いているような士業は極めて少数。インフルエンサーと呼べるような士業はほぼゼロ。ネ
ットで有名な同業者を 10人あげられるか？ ライバルは非常に少ない＝一瞬でトップに立てる可能性もアリ。 

 

 記事は一度書いたら終わりではない。 
「質の高い過去の記事」はアクセスアップの鍵。新しい記事が読まれた際に、関連リンクとして配置した過去の記事
がどれだけクリックされるかでアクセス数、筆者の認知度が大きく変わる。読まれる記事は 1年以上「使える」。つま
り質の高い記事は資産になる。編中嶋の場合は以下の記事が「資産化」して何年もアクセスを集めた。 

 

 就職活動を始めた大学生は NHKのお天気お姉さん・井田寛子さんに学べ。 

 グーグルはなぜ新入社員に 1800万円の給料を払うのか？ 

 ライザップと行列ができる本屋の共通点 

 なぜスイスのマクドナルドは時給 2000円を払えるのか？ 

 1億円の借金で賃貸アパートを建てた老夫婦の苦悩。 

 年収 1100万円なのに貯金が出来ませんという男性に、本気でアドバイスをしてみた。 

 

 メディア露出は「ステップ」を踏む。 
ブログ→ウェブメディア（アゴラ・ブロゴス）→商業誌（日経マネーのウェブ・メルマガ）→日経マネー・本誌→雑
誌・新聞等の取材・コメント・寄稿→日経 DUAL・東洋経済オンライン→書籍→ニコ生（小飼弾さんと対談）→ラジ
オ（J‐wave）→テレビ（TBS・Nスタ フジテレビ・報道 2001） 
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 SCOLは甲子園 
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 書き手の徹底的な露出 

記事タイトルに肩書き＋名前を必ず明記。 

関連リンクに書き手自身のブログへのリンク可能。 

 

これをやっているメディアはよそにない。 

 

面白い記事は能力の証明になる。つまらない記事は無能の証明になる。甲子園で能力の証明が出来れば、スカウトか

らお声がかかる＝仕事につながる。したがって、ただ質の高い記事を書けば良い。 

 

 あらゆるメディアが血眼になって「コンテンツ」をネットで探している 

大手の新聞・雑誌・テレビ局・ラジオ局がネットを見ている。なぜなら日々膨大な「枠」を埋める必要があるから。 

検索より自然に目に入るウェブメディアや SNSでの拡散・露出が重要。 

編集者やディレクターに特別な人脈があるわけではなく、良い人がいれば HPの問い合わせからコンタクトがある。 

 

 あらゆるメディアが新鮮なコンテンツを探している。 

ジャンルを問わず有名人や大物はいるが、マンネリ・鮮度を保つため、新人の登場は常に期待されている。 

加えて、新しい分野の話は従来の人には出来ない、あるいは従来とは異なる視点・異なる立場から意見が欲しい場合

もある。だからこそ、「独自の視点」での情報発信が次の仕事につながる。 

 

例・仮想通貨・VALU・築地の市場移転など。 

 

メディアに出たい人がたくさんいる一方で、メディアに出る人を探している編集者・ディレクターも多数。 

そのズレを埋めるのが SCOL！  
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 SCOLがヤフーニュースに配信できる理由 
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 厳しいガイドラインと管理体制 

サイト設立時から配信を見据えて厳しく管理したおかげで、開設 5 か月でヤフー!ニュースへの配信が決まる。全ての

配信先に、ガイドライン・執筆体勢を確認して頂き、信頼につながる。 

 

 丁寧＆厳しい執筆指導体勢 

他のウェブメディアでは行っていない執筆指導により、短期間でプロレベルまで引き上げられる体制を整える。 

 

 大手の新聞・雑誌より厳しいステマ対策（SCOL利用規約・禁止事項より） 

1．記事内で取り上げる企業・個人から金品を受け取ること（執筆の前後問わず）。 

2．三親等以内の親族が経営・勤務する企業を取り上げること。 

3．企業・個人などから報酬の有無を問わず、依頼されて記事を作成すること。 

4．執筆した記事を公開前にインタビュー相手や記事内で取り上げた企業に見せること。 

5．自身・自社の取引先を記事内で取り上げること（消費者としての取引は除く）。 

6．出資・株の保有・融資など、利害関係がある企業・個人およびその商品・サービスを記事内で取り上げる事。 

7．告知ページ以外で自身の扱う商品・セミナーの紹介・宣伝・売り込みを行うこと。 

8．関連リンクで自身・他者を問わず商品・サービスのページにリンクを張ること。 

 

 「結果」として宣伝になる事と、宣伝記事＝ステマは大違い。 

広告とコンテンツの境目を明確にすることはメディアの生命線。ここをいい加減にしてきたメディアがステマとして

叩かれた。 

 

 社労士・榊さんのメルカリの記事が中の人に RTされた件。 

6/25 に掲載されたメルカリの人事に関する記事が、メルカリの人事社員によって RT され、社内社労士からは感想ブ

ログをアップされた。記事で言及すると、中の人に読まれる。場合によっては株価に影響を与えたり、間違っていれ

ば反論を受けるかもしれない。厳しいガイドラインと執筆指導は、書き手・読者・配信先・当社・記事で触れた人・

企業など、あらゆる人を守るためにある。意味も無く厳しくしているわけではない。 
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 執筆指導・添削の実例 
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 一言一句直してます。 

現在はグーグルドライブにアップロードすることで入稿は完了する仕組みです。 

執筆指導・添削の実際はサイトを参考にしてください。 

 

 SCOLの参加基準 

90点以上 外部の編集者に掛け合って紹介。 

85点   外部配信が可能 

80点   SCOLに掲載可能 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

サンプル記事応募の時点で 60～70点だと合格 

今回、対面指導に切り替えたことで丁寧な指導が可能になり、合格基準を 50点まで引き下げています。 

 

 

※従来はメールを通じて執筆指導をしていたため、双方ともに負担が大きかったので対面指導に切り替えました。 

 

 

書き手として参加しませんか？ ～士業・資格保持者・専門家を歓迎します～ : シェアーズカフェ・オンライン 

http://sharescafe.net/archives/31961592.html 

 

参加希望者は上記ページを必ず確認の上 info@sharescafe.com のアドレスに以下の内容を送信して下さい。 

 

『名前・簡単な経歴と自己紹介、お持ちの場合はＨＰ・ブログのＵＲＬ、当サイトを知ったきっかけ、書いてみたい

テーマ、サンプル記事、その他質問など。』 
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 SCOLでは書き手を募集しています。 
主に士業や専門家として活動している方で執筆に興味がある方、一から指導をしてシェアーズカフェ・オンラインお

よび大手経済誌等でデビュー出来るまでサポートします。 

 

書き手として参加しませんか？ ～士業・資格保持者・専門家を歓迎します～ : シェアーズカフェ・オンライン  

http://sharescafe.net/archives/31961592.html 

 

参加希望者は上記ページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


