
ひろむのHSPレポート 
初めに：このレポートは何？ 

こんにちは、ひろむです。 
このレポートをお読み頂くと、 

・HSPで社会の息苦しさに絶望していた僕がなぜ月収80万を達成でき
たのか？ 

・会社の仕事が全くできない無能な僕がなぜ法人コンサルに取り組める
のか？ 

・HSPで毎日の生活に苦しさを感じていたのにも関わらず、なぜ人生を
楽しく過ごせるのか？ 

・なぜ多数のコンサル生を抱えたり、人を教える側に立つことができる
のか？ 

・HSPで社会不適合者の自分がなぜフリーランスとして活躍することが
できるのか？ 

など、これらの内容を知ることができます。 



一言で言えば、「HSPで社会不適合者の僕がどうやって人生を変えたの
か？」について話してます。 

「フリーランスかあ。。。どうせ優秀だったんでしょ」 
「元からスペックがあったんじゃねえの？」 
と思う方も多いはずです。 

ですが、断言しておきます。 

僕は決して優秀な人間ではなく、元々コンビニのバイトですら何回もク
ビになるレベルで仕事ができずに、かつ人間関係を築くこともできな
い、そして、会社も1年で逃亡して退職しています。 
お世辞にも元々起業するようなタイプの人間ではありませんでした。 

具体的には・・・ 

・満員電車に乗るだけで、疲労困憊して駅の椅子に座り込み、帰りたく
なる 

・人ごみが多い場所に行くと、頭痛と吐き気が襲ってきてしまい、その
場にしゃがみこむこと多数 

・突発的な物音が苦手で、急に物音がすると、体がビクッっとしてしま
い、体力を消費し続ける 

という超引きこもり＆HSPの人間です。 



そんな僕でしたが、今では月に80万以上の収益を稼ぎ、法人コンサル
などに取りめるようになりました。 

また、お金に余裕ができ、自分が「やりたい仕事」、「やるべき仕事」
を理解できるようになり、自信もつくようになり、精神的な不安は消え
て行きました。 

金があるのとないのとでは、やはり、不安や悩みの質も量も根本から変
わります。 

数年前の自分とは驚くほど変わりました。 
思考も行動も、付き合う人も全て、別人というレベルで変化したように
思います。 

一体、何が僕の人生を変えたのか？それでは、ここからは僕の人生を
遡って、「ある1人のHSP男の物語」ということで話して行きたいと思
います。 
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第１章：失神＆不登校を繰り返した中学高校時代 

「とにかく学校に行きたくない」 
僕はずっとそう思っていました。 

というのも、中学生や高校生で、既に僕は生きづらさというものを感じ
ていたからです。 

「普通に学校に入り、普通に友達を作って、楽しく過ごすという学生生
活を送る」 
ということが全くできませんでした。 

中学や高校の時からHSPの性質が強く出ていました。 
（当時は、HSPなんて知らなかったので無意識でしたが・・・・） 

具体的には、 

・人の話を一生懸命聞き続けようとして、精神をすり減らす 

・部活の先輩や先生と一緒にいると過度に緊張してしまい、会い終わっ
たあと、疲労困憊 

・集団での会話などに馴染めずに、1人で本を読んでいる方が好き 



・怒っている先生がいると、自分もなぜか怒られるような気分になり、
辛くなってしまい、１日中ブルーな気分で過ごす 

などなど。 

モロHSPの状態が当てはまっていました。 

その中でも、僕が辛かったのは、 
「緊張の糸が途切れた後に来る失神」と「馴染めないことによる不登
校」です。 

僕は人から嫌われることを極端に恐れて、 
「ひたすら人の話を聞き続ける」という状態になってました。 

人の相談役や愚痴を聞く係に回ることが多かったため、自然と疲れもた
まっていきます。 

「うーん、そうだよね・・・・」と話を聞いていると、自分もその話の
中に没入してしまって、自分の感情と同一視してしまうため、その話を
している人と別れた瞬間、「つ、疲れた・・・・」とぐったりしてしま
うわけです。 



だからこそ、僕は意見をあまり言えずにずっと話を聞く役に徹する。 
そして、1人で黙って話を聞く。 

確かに、感謝はされるのですが、その分、友達や先輩と別れたあとは、
何回も気を失いかけました。 

道路に倒れそうになり、思いっきり膝をついてしまうのです。 

さすがに、僕も、「ここで倒れるわけにはいかない」と思い、何とか立
ち上がるのですが、 
本当にどうしようもないときは抵抗むなしく、倒れてしまったことがあ
ります。 

それは、高校2年生の時に、部活が終わってスーパーにいた時です。 

部活が終わり、いつもだったら、自分1人で颯爽と帰るところを、なぜ
かその日はOBが練習に来て、一緒にいなくてはならなくなりました。
それで、先輩とOBとずっと話をし続けること２時間。 



話をすると言っても、僕はずっと聞いてるだけなので、何もしてないの
ですが。。。。 

ただ、そのOBと先輩が帰ったのは8時半で、既に練習が終わってから２
時間経っています。その後、先輩と駅で別れて、「よし、これから1人
で帰るぞ！」となった瞬間、 

強烈な疲労感が僕を襲ってきました。 

「やば・・・い・・疲れてる、俺めっちゃ疲れてる。。。。」 

この時、僕は本気でやばいと思いました。 
フラフラに加えて、いつもの偏頭痛が出てきてしまった。 

「なんで先輩と話してるときは全然感じなかったんだろう・・・」 
そう思ったけど、全く気づかなかった。 

これはやばい、ちょっとこれはやばい気がする。 
体も足も異常に重い。どこか違う世界に行ってるような気がする。 



僕は人の話を聞いているときは疲労感は感じないのですが、 
1人になった瞬間、ドッと疲労が襲ってくるのです 

「やばい、疲れた。っていうか練習終わってからほとんど水分取ってな
いや。あのスーパーで水買って、帰ろう」 

そして入口に入って、野菜のコーナーを通り過ぎて飲料コーナーに行こ
うとした瞬間。 

僕の記憶はここで終わっています。 

次の記憶は病院のベットで目が覚めた所から始まりました。 

どうやら医者と家族の話を聞いていると、疲労のあまり倒れてしまった
とのこと。 

原因は「ストレスですね」ということで片付けられた。 



つまり、僕は思いっきりスーパーで倒れてしまったということです。 

この日から僕は、「人の話を聞きすぎると、倒れるのかもしれない」と
考えるようになりました。 

全くもって他人からは理解されませんでしたが、人の話を聞きすぎて、
自分の状態にまるで気づかなかったということです。 

ちなみに、僕はこのような感じで、あらゆることに敏感に反応しすぎて
しまって、あと2回ほど倒れています。 

1回目は、プライベートで友人と喧嘩をしてしまった時、あとは受験の
ストレスをうまく処理できなかった時です。 

2回目は塾の先生から怒鳴られた時です。授業が終わった後に、ばった
りと倒れてしまいました。 



「もしかしたら、僕は何か病気なのかもしれない」と疑ったのですが、 
検査をするとどこも異常なし。 

「疲労・ストレスのため」とは言われたけど、 
僕はあまり信じることはできませんでした。 

そして、僕の悩みはこれ以外にも、「みんなの輪に馴染めない」という
部分が大きかったです。 

そして、僕はずーっと1人で考え込んでしまう癖があり、友達と話をし
ていても、1人であれこれ考えてしまいました。 

例えば、友達と話をしていても、1人で、 

「ん？さっき、いいよって言ってたけど、それってNOってことか。い
や、普通に考えてYESの方だろ。でも待てよ。今までとの関係を考え
て、NOっていうのはさすがにないだろう、先月も一緒にご飯を食べ
て・・・・・」 

なーんてことで1人で考えてしまうからこそ・・・・・・ 



友「ねえねえ」 

僕「ん？？？（ハッとする）」 

友「話聞いてた？考え事してたみたいだけど」 

僕「いや、ごめんごめん、ちょっとぼーっとしてしてた」 

なーんてことを、よく友達から言われ続けました。 

また、家族とご飯を食べている時でも、 
1人でずーっと考え込んでしまい、 

「あんたどうしたの？？？」とよく聞かれました。 
その度に僕は、ハッとしてしまうことが多いです。 



こんな調子だからこそ、僕は学校の授業や教授が言ったこと、グループ
のリーダーが言ったことでも、後半から全く話についていけなくなりま
す。 

話が長すぎて、全く集中できずに、自分の世界に入り込んでしまうから
です。 

相手が話しているのにも関わらず、自分で考え事をしてしまいます。 

だからこそ、「話を真面目に聞いてくれるときも多いけど」「1人で急
に妄想し始めて怖い」ともクラスの人からは言われるようになりまし
た。 

「気持ち悪い」と噂をされるようになったのも、 
もはや時間の問題だったということです。 

そして、僕は部活でひたすら練習をしている時にあることに気づきま
す。 

それは、「プレッシャーに尋常じゃないほど弱い」ということです。 



先生や家族が見ていない練習試合や非公式の試合ではボコボコと相手を
倒しまくるのに、応援団や先生がじーっと見ている、公式試合ではコ
ロッと負けてしまうのです。 
その度に僕は先生から怒られ続けました。 

「お前にはハラがねえんだよ！！！！」と言いながら思いっきり突きを
いれられた覚えがあります。 

そして、帰り道にはよく道端で倒れそうになったところを友人に抱えら
れました。 
意識をよく失って、失神することがあったのです。 

先輩や先生と一緒にいて、緊張しまくりの後に、練習が終わると、プツ
ンと緊張の糸が切れて、ぐったり疲れてしまうのです。 

そして、もうそのあとはフラフラで、よく気を失っていました。 

部活で疲れていたのと、緊張の糸がほぐれたのも相まって、 
今思えば、HSPの症状の１つでパニックになってたんだと思います。 

実際に、全く期待されておらず、応援団も皆無だった県大会ではベスト
16まで勝ちあがれたのですが、その次の大会では家族や学校の先生総
動員して応援に来た時は１回戦で負けてしまいました。 



それで、引退です。 

この時に、僕は1人でワンワン泣きました。 

なんで、僕は大事な時に勝てないんだろう。 
なんで、後輩に繋げるシードまで失ってしまったんだろう。 

僕は大事なところでいつも負ける。 
勝負弱いし、本当に役に立たない。 

僕はいつしか、このように考えるようになりました。 

僕はそんなある日、いつものように生活していたのですが、どうしても
たまらなく苦しくなってしまいました。 

この時に僕は、「パニックを起こすと倒れる」ということを学ぶように
なりました。 

そして、部活もそんな調子で、友達との仲もそんな状態なのですから、
楽しいはずがありません。 



僕は学校に行きたくなくてたまりませんでした。 

とりあえず、学校に行って、席に座って、1人でぼーっと空想に浸って
ればいい。 
僕が考えていたのはそーいうことでした。 

あまりにも、ぼーっとしすぎたり、空想の世界に浸りすぎて、授業中
に、急に独り言をつぶやいてしまったり、拍手をしてしまった記憶があ
ります。 

本当にクラスの人たちからは白い目で見られましたし、変人扱いされま
した。 

僕は次第にだんだんと人と話す回数も減っていきました。 

さらに、受験のストレスもやってきて、高校3年生の時はほとんど学校
に行けなくなりました。 
事実上の不登校です。 



高校3年生の時は、全体の出席日数の1/3ギリギリを休んで、ギリギリ
で卒業することになります。 

ただ、僕は親には上手く言えませんでした。「受験勉強の方が大事で、
学校の授業じゃ大学には受からないから、学校を休もうと思う」と伝え
て、僕はごまかしていました。 

「学校に行くのが苦しい・・・つらい・・・・」なんて言えるはずがあ
りませんでした。 

僕は結局、行く当てもなかったので、自習室に朝から晩までこもって、
ぼーっと参考書を眺めていました。 

「今日も勉強してきたよー」と親には伝えましたが、本当はかなり苦し
かったです。 

「なんで、正直に言えないんだろう」 

「でも、正直に伝えたら、絶対親は悲しむ・・・」 



色々と考えすぎてしまい、結局何も伝えられないのです。 
考えていることが多すぎるからこそ、何も言えなくなってしまいます。 

そして、親が悲しそうな表情を浮かべて、心配してくれると、 
僕としてはもう何も言えませんでした。 

人が話しかけてきたら、嫌われないようにしてニコニコ人の話を聞き続
ける。 
ひたすら、いい子を徹して、嫌われないように徹する。 

僕は人から好かれることが一番大事だと思っていたからこそ、とにかく
嫌われないように意識していました。 

ただ、僕はそうやって自分を作っていけばいくほど、辛くなっていきま
した。 

実は友達がいなくて・・・・ 

実は心を許せる人がいなくて・・・ 

学校の先生に話しても理解されないし・・ 



先生は怖いし。。。。 

自分1人で本を読んでいる方が好きだし。。。。。 

そんな風に考えてしまうと、 

「僕ってやっぱり変なのかなあ？」 

本当に僕が知りたかったことはこれでした。 

でも、僕は誰にもそんなことを言えませんでした。 

親に迷惑をかけたくないと思ってしまい、 
「自分がこんなことを言ったら両親は悲しむんだろうな」と思ったから
です。 

だからこそ、僕は高校3年生は学校にほとんど行けませんでした。 

そして、僕は全く楽しくない中学高校生時代を過ごして、不登校のまま
卒業することになります。 



第２章：満員電車で倒れ、飲み会で倒れ、うつ病を発症した大
学時代 

その後、僕は大学に進学しました。 

高校の時はすでに生き辛さを感じていたので、 
大学に行ったら、何か変わるかなと期待している自分もいました。 

「よっしゃ！俺も大学生だ！これから楽しい大学生活が始まる」 
と思っていたのですが。。。。。 

現実は全く違いました。 

まず僕は大学に入学して半年でうつ病を発症してしまいます。 
なぜかというと、都会の息苦しさに全く適応できなかったからです。 

入学式の日にルンルンと駅に向かって、大学に向かおうとしたのです
が、そこで僕を待ち受けていたのは、尋常じゃないほどの満員電車でし
た。 



駅のホームは人で溢れかえっていて、電車を覗いてみると、みんな死に
そうな目になりながら必死の思いでつり革をつかんでいる。 

電車の前で「え？これ乗るの？？？」と僕は思わず立ち止まってしまい
ました。 

「え？？冗談だよね？これもう乗れるスペースないじゃん？」 

「いやいやこれに50分も乗るとか頭おかしいって、倒れるよ絶対」 

「でも、これ急行だから混んでるんじゃ？？だから、各駅停車の電車で
乗ろう、あでもそれだと間に合わない・・・」 

など頭の中を色々な考えが錯綜しました。 

その間、僕は電車のドアが空いて、次々と人が乗り込む中、 
一番前の所で、ずーっと立ち止まってしまったのです。 

完全にパニック状態でした。 

「これに本当に乗るんですか？？？？」 



と焦っている状態。 

その時、後ろのサラリーマンのおじさんが思いっきりぶつかってきて、 
僕は脇に転んでしまいました。僕の顔を見て睨みました。 

その人は何も言わなかったけど、顔を見てわかりました。 

「どけよ、何ボケーと立ってるんだアホ」 

そんな風におじさんが思っていたのが僕はわかってしまったのです。 

「大丈夫ですか？？？」と駅員さんが僕に寄って心配してくれたのです
が、 

「あ、はい、、、大丈夫です」 

僕はそう伝えて、次の電車に乗りました。 

ただ、電車に乗って、電車が動き始めた後、僕は強烈な吐き気と頭痛に
襲われることになります。 



「なんだこれは・・・・人がこんなにたくさんいる・・・・しかもみん
な顔が死んでるし、息苦しそうだ。。。あそこのサラリーマン絶対に辛
そうだって、いやでも、空気が悪すぎる。。。あ、痛い、この人俺の足
踏んだ。」 

など色々な情報が頭に入ってくるからこそ、僕の頭は半覚醒状態。 
そのせいで、汗が出てきて、頭痛が出てきてしまったのです。 

僕は満員電車に乗るのが大学生になってから初めてでした。 

中学校は地元の公立高校に通っており、 
高校は自転車通学だったため、 
満員電車に乗ることがなかったのです。 

結局、その日は、満員電車に耐えることができずに、 
途中の駅で降りて、トイレで思いっきり吐きました。 

「これが満員電車という奴なのか・・・・・・」 

「なんだこれは・・・・こんな満員電車なんて耐えられそうにもない」 



僕はただひたすら絶望しました。 

大学の最寄駅に着いた時には、僕は既に疲労困憊している状態。 
頭は全く回らないし、ぼーっとする。 

それよりも、なんか胃がムカムカするし、 
少しイライラする状態に近い。 

まるで自分の体と脳内が、誰かにハイジャックされてるような感覚だっ
た。 

「大丈夫だよ、何回も乗っているうちに慣れるから」 

「そんなの仕方がないだろ、乗らなきゃ大学に行けないんだから」 

「大人になるってのはそーいうことだ」 

僕は色々な人にこのように言われました。 



家族にも先生にも知り合いにも満員電車のことを相談したけど、 
誰にも全くわかってもらえなかったです。 

確かに、「満員電車はつらいよねー」と話してくれる人はいましたが、 
僕レベルで辛そうな人は全くいなかったのです。 

結局、僕は大学に進学して直後は、 
満員電車で１ヶ月に2回くらいは倒れることが多かったです。 

頭がクラクラして匂いに耐えきれず、吐き気を抑えたり、 
頭痛を抑えているうちに目が回ってしまうのです。 

ただ、倒れてしまうと、心配してくれる人がいるものの、 
「お前のせいで電車が遅くなっただろうが」という怒りの目を、 
感じることもありました。 

「お前の体力がないからだろ？？？」 



「もっと運動してマッチョになれば？」 

「朝電車をずらせばいいじゃん」 

と友達からは何回も言われました。 

確かにそれは正論です。体力の問題もあるかもしれません。 

ですは、僕が自分が言っていることが、伝えたいことが全く理解されな
かったことの方が悲しかったです。 

他の人だったら、全然気にしない部分かもしれませんが、 
「毎日の体力が尋常じゃないほど削られる」ため、 
僕は毎日死にそうになっていました。 



僕は電車で倒れないために、 
毎日８枚のマスクと帽子とウォークマンを常備するようになりました。 

行きの電車で３枚のマスク、 
日中２枚のマスク、 
帰りで３枚のマスクをつけて、 

帽子をかぶって視界を狭くし、 

ウォークマンでクラシック音楽を流して、 
徹底的に気分を変える作戦です。 

HSP気質の人は、五感のうちどこが敏感かは人それぞれだそうですが、 
僕は「鼻」が異常に敏感だったからこそ、マスクを３枚しないと、 
吐きそうになってたまりませんでした。 

あまりの電車の臭さに、工業用の防塵マスクをAmazonで注文して、 
電車に乗るか迷ったレベルです。（流石に怪しいのでやめましたが） 

ただ、電車で頻繁に倒れると言う出来事だけでも、 
都内の息苦しさを感じさせる１つのきっかけとなりました。 

「大学に行くのですらこんなに疲れるのかよ・・・・・・」 



「辛すぎる・・・本当に吐きそうだし、倒れそうだし」 

僕が息苦しさを感じたのは電車だけではありません。 
飲み会や友人たちの集まりもその一つでした。 

そして、大学生といえば、サークルや飲み会が、 
むちゃくちゃ楽しいと聞いていたので、 
ワクワクしていました。 

ですが、僕は飲み会を知って、大学生活に絶望します。 

僕が新入生歓迎会に行って楽しい感じの飲み会が開かれていました。 
僕は勇気を振り絞って、そこの飲み会に行きました。 



大学の授業が終わった後に、サークルの飲み会があったわけです。 
そこで、僕はある居酒屋に行ったのですが、、、、、 

そこですぐに僕は嫌な予感がすると思ったのです。 
なぜだかはわかりませんが、店に嫌な雰囲気が漂っていました。 

そこで、普通に飲み会が始まりました。 
そこのサークルは趣味でやっていたバスケットのサークルで、 
僕はこの時、「大人数での会話」に全く入れないことに気づきます。 

「どこの大学なのー？」 
「どこ出身？？？」 
「他のサークルどこ見た？？？」 

などとみんな楽しそうに会話をしていました。 

ですが、僕は・・・・・ 

「（え？この料理味付けヤバくないか？めちゃくちゃまずいんだけど、
これ絶対化学調味料使いまくってる。。。舌がおかしくなる、食べたく
ないなあ）」 



「（なんかあっち側から変な匂いがする、これはもしかしてゲ○の匂い
じゃないか・・・）」 

「（あそこで座ってる男の子もすごいつまらなさそうだな、うまく会話
に入れないんだろうな）」 

「（ていうか、今、みんなが話してる○○ってなんだ？俺は全然知らな
いんだけど、ここででも聞くのは変だよな、、タイミングを見計らう
か？あれでも、知ったかぶりしてると思われたらやだな、うーん）」 

などと1人で真面目に考え込んでしまったのです。 

感じすぎる情報が多すぎるこそ、「何をしたらいいのかわからずに、フ
リーズする」その結果、「考え込んでるように見える」と言った状態に
なります。 

他の人が気にしないようなことでも、気にしてしまうのです。 

そんな僕を気づかってか、サークルの先輩たちが僕に話しかけくれまし
た。 



先「ひろむくん、どうー？飲み会緊張してるー？」 
僕「いやー、ちょっと緊張してます」 

まあ、こんな会話が続いていたのですが、僕はそこでも余計に苦しむこ
とになりました。 

というのは、「先輩が無理して気を使って僕に話しかけてくれてる」と
いうのが話をしてて感じてしまったからです。 

先「そうねー、ひろむくんはどこのサークルを他に回ってるの？？？」 
僕「えっと、○○とかをこの前に見てきましたー」 

先「あそこねー、あそこは飲みが激しいんだよね、めっちゃ酒飲む」 
僕「そうなんですかー？」 

みたいに一見、普通に話が進んでいる感じなのですが、先輩の「使いま
わした会話テンプレート感」をすごい感じてしまいました。 

「ああ・・・これ別の人にも普通に言ってそうだなあ・・・」と思いま
した。 

「いやいや、別の人に同じことを言って何が悪いんだよwwww」 
「新歓なんて２ヶ月くらい続いて、何十人の人に話しかけるんだから、
仕方なくない？」 
「それよりも、気を使って話しかけてくれたんだからいいじゃん」 



と思うかもしれません。 

ですが、僕はその違和感をキャッチして、1人で考え込んで、1人で疲労
してしまうのです。 

結局、僕はその先輩と、ずーっと話をし続けて、飲み会は終わりまし
た。 

その先輩とは、中学校がたまたま同じで話が続いたんです。 

飲み会が終わった後は、 

「よっしゃあああああ、今日の飲み会は楽しかっただろーーー？？？ 
　みんなーーー？？？？？？」 

「イエーイイイイ！！！！！！！！！！！！」 

みたいな感じのテンションが周りで続いてました。 

周りの人を見ると、みんなすごい楽しそうだし、ゲラゲラ笑い続けて
る。 
それで、先輩とか女の子と楽しそうに話し続けてる。 



「これは来るサークルを間違えたな・・・・」と思ったのですが、そん
な楽しそうなみんなとは裏腹に僕はもう全身がぐったりして、何もでき
ない状態でした。 

気を使って話しかけてくれた先輩と飲み会終了後まで、ずーっと話して
たからです。 

「つ、疲れた・・・・・・」 
「飲み会ってこんなんなのか・・・全然楽しくない・・・・・」 
「もう苦しい、嫌だ、帰りたい・・・・」 

僕の頭はこれでいっぱいでした。 

料理も調味料だらけで味がまずいし、臭いも臭い、雰囲気も悪い、なん
でこんな所にお金を払わなきゃならないんだ。。。。。 

もう、いやだいやだいやだ。 
早く帰りたい帰りたい帰りたい。 

おうちに帰りたい。 

早くおうちで布団をかぶって寝たい。 

ねた・・・い・・・・ 

そう思っていた僕は飲み会の帰り会場で、 



バッタリと倒れてしまいます。 

色々と考えすぎて、パニックになってしまい、 
ふらふらしてしまったのです。 

周りには他の新入生もいたので非常に驚かれました。 
隣にいた人が急にバターンと倒れたらそりゃ心配されます。 

ですが、地面に倒れた時に思いっきり口と頬を切ってしまい、 
その痛みで気を取り戻しました。 

「あ、やばい。。。。起きなきゃ！！！」 

そう思って、僕は立ち上がったのですが、 
周りからめちゃくちゃ心配されました。 

「ちょっと大丈夫？？？」 
「もしかして飲みすぎた？？？」 
「口と頬切れてるよ、ちょっとコンビニでガーゼ買ってくるから待って
て」 

そして、自分が周りに迷惑をかけてしまうことを非常に申し訳なく思っ
てしまいました。 

僕はこの日ほど、「絶望」を感じた日はありませんでした。 

「大学生になったら楽しい生活が始まる」と言われていたのにも関わら
ず、いざ、飲み会に行ったら全く面白くない、それよりもむしろ辛い。 



それに、倒れるなんて・・・・ 

「飲み会ってなんなんだろう・・・」 

そう思って、死んだ魚のような目をしていた僕はやっとの思いで大学に
通ってましたが、そこで前の飲み会で知り合った先輩と大学の授業で
会ったんです。 

席も隣だったので、一応挨拶をしておくかということで、「こんにち
は、○○さん、以前はお世話になりました」と軽く話してみたのです
が・・・・・ 

「あっ、、、えっと、ごめん、誰だっけ？どこかで会ったような気はす
るんだけど・・・」 

その先輩は申し訳なさそうに僕に言いました。 

僕はそのサークルに入るわけではなかったけど、その瞬間、胸の内側が
ぎゅっと締め付けられるような感覚がありました。 

「（え？忘れたの？？？）」 

別にその先輩が好きだったとかではありません。 
ただ、忘れ去られてしまったことがとてつもなくショックだったので
す。 



その後、僕は飲み会や別のサークルなどに回ることもありましたが、 
全くと言って良いほど楽しくありませんでした。 

それどころか、大人数での会話に馴染めなくて苦しくなる、 
話をしていて全くつまらないことが多い、 
飲み会やご飯を食べに行っても、色々なことが気になりすぎて辛い 

という状態に陥ります。 

そこから、僕は半ばうつ病のような状態になり、 
最低限の授業だけ出席して、それ以外は家でずっと寝る日々が続きまし
た。 

親には、「大学は楽しいか？」と何回も聞かれて、心配されました。 

念願の大学生になったにも関わらず、「死んだような顔をして毎日寝
る」という状態だったからこそ、心配されました。 

でも、僕は、「うん、楽しいよ」と気を使って親に言うことしかできま
せんでした。 
親に心配をかけたくない、迷惑をかけたくない。 

そう思うからこそ、僕は何も言えなくなったのです。 



結局、僕は１つのサークルにも入らず、学校の授業と自宅を往復するだ
けの生活を送ることになりました。 



第3章：同じミスを10回連続で繰り返し、店長に胸ぐらを掴ま
れて追放される 

大学生活に絶望して、半ばうつ病になっていた僕。 
大学はいよいよ夏休み入りました。 

「さすがにこのままじゃ、やばい」 

僕は焦り始めました。 

というのも、ただひたすら貯金を切り崩す生活をしていたので、このま
まだとお金がなくなることは目に見えていたからです。 

みるみる口座のお金は減り始めて、ついに貯金残高が2万円となってし
まった。 

「これは働かないと、ご飯が食べられない・・・」 

そう思った僕は強制的に働くことにしました。 

「大学生活は死んでるけど、バイトで頑張れたら・・・・」 



そう思っている自分もいたのです。 

僕は最初にスーパーでバイトをしようと思いました。 

実際、スーパーの仕事は、恐らくあらゆるバイトの中でも、 
かなり簡単な部類に入ります。 

なぜなら、 

・商品のバーコードをスキャンして、袋詰めする 
・お金を客からもらったら、自動レジに入れて、出てきた金を渡す 

というだけの仕事だからです。 

しかも、そのスーパーはお客さんがかなり少なく、多くても10人くら
いが並ぶレベル。 

また、そこで働いていた大学生や主婦の人は、 

「ここのバイト見つけてラッキーだなー本当に」 
「めちゃくちゃ楽だぞここwしかも超働きやすいし」 
「前にコンビニをやってたけど、その100倍楽だわ・・・」 

と僕がバイトに入った初日に伝えてくれたのです。 



「おお、よかった！みんな優しそうだし、 
　これなら続けられそうだわ～」 

と安心してたのですが。。。。 

たった３ヶ月で僕は店長からバイト先を追放されることになります。 

同じスーパーにいる高校生ですらできる仕事が 
僕にはできなかったのです。 

まず、お客さんから「この商品ある？？」とか、 
「これは別々の袋に詰めて」などと言われると、 
「頭の中で色々と考えすぎて、パニックなり、ミスを起こしてしまう」
のです。 

「この商品がある？って質問するってことは、急ぎなのか？それとも、
見つけられなかったのか？見つけられなかったとしたら、店長に場所を
変えるように伝える方がいいか。でも、待てよ、台が上にあるから身長
的に届かないだけの問題か？えっとそういえば・・・・」 

などと1人で考え込んでしまうのです。 

そして、スーパーというのはお客さんがずーっとレジで並んでいます。 
だからこそ、それがプレッシャーになるのです。 



「早くしろよ」「早く会計させてくれ」と言わんばかりに 
何人ものお客さんがこちらをみ続けています。 

僕はその視線を感じるたびに、 
「早くしなきゃ早くしなきゃ」と考えてしまい、ミスを連発。 

そして、ミスを連発するからこそ、 
お客さんに「いつまで時間かかってるんだ、ふざけてるの君？」 

と怒鳴られ続けます。 

それでそこで、僕はさらに萎縮してしまって、何もできなくなります。 
脳内は完全にフリーズ状態です。 

「えっと、あのすみません！早くやります！！！！」 
とは言ったもののパニック状態です。 

袋詰めをしていたら、途中で破ってしまったり、最後商品を落としてし
まったり。。。。。 

「もういい！お前が全部詰めて家まで持ってこい！！！！」 
と怒鳴られる始末。 

「すみません。。。。。本当にパニックになってしまって、、、」 
と伝えようとするものの、頭は混乱状態なので、 
何もセリフが出てきません。 



客「さっさと入れてって言ってるんだよ。もう適当でいいからさあ」 
僕「あの、、、すみません！○%×$☆♭#▲！※」 
　（パニック状態で言葉が出てこない）」 

客「はあ？？？（困惑）」 
僕「いや本当にすみません、実は%△#?%◎&@□!%△#?%◎&@□!」　 
　（やばい言葉が出てこない・・）」 

客「君は何言ってるかわからないよ、もういいから早く入れて」 
僕「すみません！！」 

こーいうやりとりが続きました 

そして、店長からも怒られます。 

「バーコードをスキャンして、袋に入れるだけの仕事だろ？ 
　なんでこんなこともできないんだ」 

「レジが２台しかないんだから、よく考えろ！」 

「君は何回同じミスを繰り返すのかな？」 

とひたすら怒鳴られ続けます。 

「待ってるお客さんがプレッシャーで焦っちゃうんです」 



と伝えたのですが、 

「だからって、何回も同じミスを連発していいのか？ 
　学習しろ！甘えるんじゃねえ」 

と言われる始末。 

確かにそうなのですが、やはり、 
プレッシャーを感じると動けなくなってしまうのです。 

その怒鳴られている光景が繰り返されるうちに、 
周りの目が変わっていったように思いました。 

高校生からも「ひろむさんは仕事できないからなあ」とため息をつかれ
ますし、怖い主婦からは「さっき言ったことがなんでできないんだ！ふ
ざけないで！」と怒られる。 

僕の評判はあっという間に地に落ちて、もう全く落ち着いてバイトに取
り組める状況ではなくなりました。 

結局、僕は同じようなミスを立て続けに起こすようになります。 

全部、袋詰めのミスです。 



具体的に、起こしたミスはお客さんが購入した商品を、 
僕が袋に入れ忘れてしまうというものもありました。 

同僚「おい、店長がカンカンになって怒ってるぞ」 
僕「え？（なんか俺、やらかした？？？？）」 

店長「ひろむ、お前、さっき来たお客さんの商品入れ忘れただろ！」 
僕「あ・・・・・」 

店長「なんでこんな簡単な仕事もできないの 
　？袋に入れるだけの仕事だよね？」 
僕「すみません・・・・・・」 

また僕は、人の話を長時間集中して聞き続けることが非常に苦手でし
た。 

というのも、途中から、自分の思考が入ってしまい、話を聞いている途
中に、自分で考え事が始まってしまうと言うこと。 

だからこそ、「相手の話を聞いているようで聞いてない」というか、「話
を本当に聞き続けたら、疲労困憊してしまう」からこその、HSPの防御
反応なんだと思います。 

もちろん、集中して、意識をすれば、フルで聴くことはできます。 
ですが、それを一日中やることは無理で、途中から集中力が切れてしま
います。 



ただ、バイト先で1日中ずーっと集中し続けるができませんでした。 

「なあ、ひろむ、お前、話聞いてる？？？？」と何回も言われました。 

だからこそ、問題が勃発します。 

マルチタスクや人から指示されたことを完璧に理解して、 
その通りに実践することができないのです。 

何回も集中して忠実にこなすようにしました。 
でも、できないのです。 

メモを取っていたも途中で意識は抜けていくし、 
どんなに頑張ってやったとしても、 
1日のうち最低１回はミスや指摘を受ける。 

そんな生活が続いていたからこそ、 
僕はだんだん自信がなくなっていきました。 

「ひろむがいるとミスをしない日はない」 

そんな風に言われるようになりました。 



そして、人から言われたことを何回もミスしてしまうと、「これで４回
目だぞ、お前舐めてるのか！！！」と怒られ続けます。 

何回も胸倉を掴まれました。 
「お前は舐めてるのか？」と怒られ続けました。 

でも、僕はどうすればいいのか全くわかりませんでした。 

全部覚えようとして必死に努力する。 
でも全部忠実にこなせない。 

その繰り返しです。 

僕は完全に自信を失いました。 

なんで他の人ができることでも、自分はできないんだろう。 

そう考えるたびに僕は涙が出そうになりました。 
高校生でもできるようなことが大学4年生の僕でもできない。 

「自分はなんて無能なんだ。。。。。。」 



そう考えると涙が止まらなかったです。 

結局、僕は袋詰めのミスを毎回してしまい、 
合計で10回連続でミスをしてしまいます。 

僕としては、焦ってプレッシャーになってしまうからなのですが、 
そんなことは店長からしたら甘えとしか思われません。 

それどころか、「10回も同じミスをするやる気がない奴」だと思われ
るのです。 

僕は店長から個別に呼び出されて、 
２時間くらい延々と説教されまました。 

そして、今後この店で頑張れる自信がないのなら、 
別のバイトに行ってもらいたいと告げられます。 

僕は全く自信がなかったことと、 
既に店に尋常じゃないほどの迷惑をかけていたので、 
真っ先に辞めることにしました。 

なんで俺にはこんな簡単な仕事もできないんだろう・・・ 
俺はなんてダメなんだ・・・ 
消えたい、死にたい、いなくなりたい。。。。。 



僕は1人で自分の部屋で泣いていたことを覚えています。 

「居酒屋で１０時間連続でバイトした」 
「塾講師で週４で５時間働いている」 
「朝から晩までカフェで働き続けた」 

周りの大学生がこんなことを言ってる中で、 
自分は何もできない。 

僕は１ヶ月くらいショックで立ち直れなかったことを覚えています。 



第4章：OBの先輩に「死ねって言えばわかる？」と言われて精
神崩壊 

結局、僕は全く大学生活を楽しむことができませんでした。 

楽しむどころか、大学に行くのが苦痛であり、 
飲み会や友達と会うのも息苦しく、 
満員電車で精神をすり減らされるという状態。 

トドメはバイトが苦しすぎることで、 
かなり辛かった記憶が残っています。 

でも、周りを見渡してみたら、 
みんな楽しそうに大学生活を送っている。 

・友達とバーベキューをしたり、海に行ったり 
・彼女と一緒に温泉旅行に出かけ続けたり 
・サークルのメンバーと合宿に行ったり 
・研究室に入って、必死に勉学に打ち込んだり。。。。 

自分とは360度違う生き方をしている人たちばかりでした。 

「一体なんなんだこれは・・・・・・」 

僕はそう思わざるを得なかったのです。 



「もしかして自分は何か病気なんだろうか・・・・・」 

そんな風に考え始めた僕は、急に不安になりました。 
どう考えても、自分は普通じゃないのかもしれない。 

だからこそ、この状態を何とかしないとと思いました。 

大学2年生の頃に、強くそう思うようになったのです。 

僕は、「アスペルガー？」「いや、ADHDかも・・・」と思って、 
すぐに心療内科に行くことにしました。 

確信はありませんでしたが、ネットで症状を調べてみると、 
当てはまるものが多かったので、「もしや・・・」と、 
感じていたからです。 

ですが、実際に、病院に行ってみると違いました。 

医者からは、「HSPである可能性が高い」と告げられたのです。 

「HSPって一体何だ？？？？」と思ったのですが医者からHSPの説明
を受けた後は、絶望の感情しか湧いてきませんでした。 



というのは・・・・ 

・HSPというのは気質の問題だから、治るわけじゃない、一生向き合
うしかない 
・HSPにとって、人混みや刺激の強いものはなるべく避けて生きてい
くしかない 
・HSPはできる仕事が限られているからこそ、適職を選ぶしかない 

とのこと。 

そして、HSPのメリットって何かあるのか・・・と医者に聞いたのです
が、 

「HSPは辛いことも多いけど、幸せなことも多いんですよ！」 
「非HSPの人にHSPにしかわからないことを伝えていける！」 
「世の中の人に優しくすることができる！」 
「あなたがいるから隣の人は笑顔になる！」 

と回答されるだけでした・・・・・ 

「なんだこれ・・・・・・・」 
「誰がこんな役を好き好んでやるんだ・・・・・」 

と僕は思わざるを得ませんでした。 
メリットとは言っても、正直、 
日本社会に適合できるようなものではありません。 

それどころか、この世界で生きていくには、 
むしろ、辛い、というわけです。 



僕はただ絶望していました。 

「この先ほとんどまともに自分は働けない。。。。」 

「人混みや刺激物を避けて、なるべく1人の生活を確保してって、これ
じゃあ会社で生きていけないじゃん。。。。」 

「今の日本社会で生きていくのに、これじゃやばいって・・・」 

と、HSPの気質と僕のこれまでの経験を踏まえて考えると、 
将来への絶望しかありませんでした。 

しかも、医者からは、 

「HSPはまだ社会で定着してないから、 
　自分からHSPっていう用語を使わない方がいいよ」 

「人によっては甘えてると思われるから」 

とも伝えられる始末。 

ってことは、一生誰とも分かり合えずに生きていくってことか・・・・・ 
僕はまるで死刑宣告を受けたかのような気分でした。 



そして、HSPにオススメの職業も一応、話してくれたのですが・・・・ 

・豊かな感性を生かせる音楽家、画家 
・悩みに寄り添えるカウンセラー 
・自分で決められる、在宅ワークや派遣社員 
・動物や植物に関わる仕事「酪農家、農家」 

など。 

そして、医者が言うには、 

「そういう仕事は薄給だから、多少、辛くても会社で働くしかない。そ
れか、派遣社員とかで自分のペースで働く方が現実的かもしれない」 

「激務は多分難しいだろうから、ホワイトな職場だったり、 
　自分が落ち着ける仕事にした方がいい」 

とのこと。 

僕は医者の言うことを聞くたびに、 
僕は目の前が真っ暗になっていきます。 

「え、じゃあ、俺はもう普通の会社では働けないってこと？え、でも、
音楽家なんてやるのは無理だし、それで食っていける自信もない、で
も、会社で働くとなると、本当に自分は大丈夫なのかな？いやでも、派
遣社員って言う手もあるか。。。。でも、薄給はきつすぎる、、、、、



でもバイトができない俺に、会社員なんて、、、でも、カウンセラーと
かならたぶんうわああああああ（以下無限ループ）」 

などで頭がどんどんフリーズしていき、何もできなくなりました。 

「普通の会社で働けない」 

僕はそのように死刑宣告を受けた気分でした。 

就職はどうするんだ？？？？ 
結婚もお前どうするんだ？？？？ 
うわああああ 

と1人で色々と考え尽くしてしまて、 
部屋の中でぼーっとしていることもありました。 

正直、この頃から僕は普通の生き方は、 
もうできないことに気づいてしまいます。 

僕はこの先、一体どうやって生きていけばいいのか・・・・ 

とひたすら悩み続けました。 



そして、時期的にも就職が迫ってきたので、 

「流石にこのままだとやばい」 
「ちょっと、ホワイトそうな職場を色々と探そう」 

ということで就職の情報を集めることにしたのです。 

ですが、そこで聞こえてくる声は僕の予想を超えていました。 

「働きやすいかどうかは会社に実際に入ってみないとわからない」 
「どんなに評判の良い会社でも、上司で全て決まる」 
「9時5時で帰れるかは部署によるし、入ってみないとわからない」 
「9時5時で帰るのなら、残業代は支給されないから、給料が死ぬほど
安い」 

などなど・・ 

正直、自分の人生が「職場」によって全て決められるという不安定な状
態だったのです。 

「結局、入ってみないとわからないってことか・・・・」 
「しかも全部上司と部署次第って、なんだ全然不安定じゃないか」 
と僕は幻滅しました。 

そして、OBや会社に就職している人の話を聞くたびに、恐怖がどんど
ん大きくなっていきました。 



「やばい・・・」 

ただ、僕はひたすら必死にもがき続けていきました。 

あらゆる会社の人の話を聞いて、 
ベンチャー企業のインターンで働いたりもしました。 
（１ヶ月だけでしたが） 

ですが、何も見えなかったのです。 

「もう自分は今後どうやって生きていけばいいのか・・・・」 
がますますわからなくなりました。 

このままじゃ、俺の人生詰む・・・・ 
でも、どうすればいいのかわからない・・・ 

そんな風にモヤモヤして何もできなくなる日々が続きました。 

やはり、自分は普通じゃないし、 
会社で生き残れる気がどう考えてもしません。 

「一体僕はどうすればいいんだろう、 
　もう社会に適合することは不可能なのか？？？」 

何回もそう思っていました。 



僕は、家族のいうことを聞いて、先生のいうことを聞いて、良い成績を
とって、良い大学に行って、良い会社に入れば、人生は安泰だと思い込
んでいたし、自分はそのレールに乗るためにこれまで頑張ってきまし
た。 

ですが、どう考えても、そのレールを乗ることは無理みたいなのです。 
どう考えても自分に仕事はできない。 

教科書に書かれているような勉強は努力でなんとかなる。 
自分のペースでコツコツ頑張ればなんとかなる。 

でも、仕事は自分のペースじゃできないし、 
他の人にも失敗すると迷惑がかかる。 

だから、努力とかじゃないし、会社で出世できるかも、 
人間関係の力だから、努力じゃどうしようもない。。。。。。 

僕はこんな風に気づいてしまったのです。 

僕は社会のレールに乗れないんだ・・・・・ 

そう気づいてしまいました。 



そして、そう考えた途端、自分が今まで頑張ってきたものが、 
全てガラガラと崩れ去るような感覚に陥りました。 

「一体いい子を演じてたのは一体なんだったなろう」 

「なんであんなに勉強してたんだろう」 

「なんであんなに人の話を聞きまくってたんだろう」 

と僕は自分に対する後悔の念が湧いてきました。 

そして、それと同時に、HSPの自分に対する強烈な劣等感と憎しみが湧
いてきました。 

一体この先どうすればいいんだ。 

しかも、HSPは病気ではないので全く理解がされない上に、 
他人からは「甘え」としか扱われません。 



僕はどうすればいいのか全くわかりませんでした。 

カウンセラーに相談してもダメでした。 

「何かトラウマがあるわけでもないんでしょ？ 
　敏感ってのは取り除けるものでもないからなあ・・・・」 

HSP専用のカウンセラーに診てもらっても、 
何か将来につながるようなことを得られることはありませんでした。 

「まずは自分を肯定してみましょう」 
「自分の良いところに目を向けて、悪いところだけを見ずに」 

必要以上に落ち込まなくなるのはなくなりましたが、結局の所、社会で
どうやって生き残っていけば良いのかはわかりません。 

「どうやってお金を稼げば良いんですかね・・・・」 

うーん、「派遣のバイトとかを週に１、2回やる感じですかね・・・」
なんて言われる始末。 

大学の就職課に相談してもダメでした 

「HSP？？なんですかそれ。」と全く理解されなかったのです。 



「一体どうすればいいんだろう」 

全く理解されないし、友達に話したところで、煙たがられるだけ
だ。。。 

もう、この先、一生この悩みを抱えていきていくしかないのだろうか。 
僕はただひたすら辛くなりました。 

もはや生きてる意味がわからないレベルです。 

僕は頑張っていい子にして、いい大学に入れれば良いと思ってたから、
「遊ぼう」とも思わなかったし（正確には遊べる相手がいなかったので
すが）、楽しいことにお金を使うこともありませんでした。 

楽しそうに学生生活を送っている人を嫉妬しながらも、「自分はいい子
で良い大学に入るんだ！そうしたら、お前らなんかより・・・」と自分
で思ってしまっていました。 

でも、現実は違いました。 

僕は社会に適合できそうにないのです。 
僕は目の前が真っ暗になった気分でした。 



これからどうやっていきていけばいいのか。 

家で布団を頭からかぶって、寝室に引きこもることでなんとか精神を
保っていましたが、それももう限界でした。 

このままじゃ、マジで俺の人生詰んでる。 

「冷静に転職繰り返して、ニートになって、鬱になって、 
　自殺するフラグが立ってる」 

と僕は気づいてしまったのです。 

このままじゃマジでやばい・・・・・ 

でも、どうすればいいんだろう・・・・・ 

かといって、就活を頑張るのも違う気がする・・・ 

実際に、「就職は真面目にやらないと死ぬ」と考えて、先輩にOB訪問
をしたり、色々な会社のインターンを受けにいったりしました。 



ただそこで、突きつけられたのは社会の厳しい現実でした。 

・ノロマをこなせないと、ネクタイを掴まれて、顔を近づけて怒鳴られ
る 

・19時や20時まで残業するのは当たり前 

・かと言って、9時から5時までのの仕事だと、安い給料しかもらえな
い 
・楽しい仕事なんてないし、みんな辛いとしか思ってない 

こーいう現実を聞いてしまうと、僕は何も言えなくなってしまいまし
た。 

そして・・・・・・ 

「サラリーマンには夢も希望もねえよ」 
「仕事が楽しいわけないだろ？仕事つまらねえなあって言いながら飲む
酒も悪くねえよ」 

などの言葉を聞いた僕はより一層絶望しました。 

どうしたら、今の状況を変えられるんだろうか。 
というか、本当に変われるんだろうか 



僕は今まで「周りが変わってる」とずっと思っていました。 

なぜ、みんなは人の話を長時間聞き続けることができるのか？ 
 
なぜ、みんなは満員電車を平気な顔をして乗ることができるのか？ 
なぜ、みんなは冗談やギャグをお互いに言い合って、酒を飲んではしゃ
ぎ合えるのか？ 
なぜ、みんなはつまらない授業を長い間、聞き続けることができるの
か？ 

ですが、僕は気づいてしまいました。 

「変わってるのは 
　僕の方だったんだ・・・・・」 
と。 

「ひろむ、お前は少し変だよ・・・・」と僕は言われるたびに 

「いやいや、変わってるのはみんなの方で、俺が普通なんだよ」 
と思っていました。 

でも、実際は違ったのです。 
変人は僕だった。 



そう考えた途端、この社会で生きていけるかどうか、 
急激に不安になったのです。 

この先の人生、本当に大丈夫なんだろうか。 

自分はまともにいきていくことができるんだろうか。 

このまま生活していっって普通に良いのだろうか？？？ 

それを考えるたびに僕は何もできなくなりました。 

そうして、色々と考えたのですが、結論は全くでません。 
それどころか、人ごみに行っただけで僕は疲れてしまいます。 

友人とガヤガヤした街に行った時の話です。 

みんなが街ではしゃいでいる中、僕は1人で気分が悪くなってました。 

「空気が薄いし、臭い・・・・・」 

そう考えると、僕は息苦しくなって、頭痛が出てくるのです。 



「ひろむ？お前、大丈夫か？」と聞かれても、僕は真面目な顔で、
「ちょっと、ここら辺は臭いし、空気が薄いしな。、それでちょっとね」
と言いました。 

そうしたら、「え？どういうこと？」という感じで不思議な顔をされる
のです。 

僕としては、「いや、空気が薄いじゃん、それで息苦しくなっ
て・・・・・・」と伝えたのですが、全く理解されませんでした。 

「空気が薄い。。。かあ。考えたことなかったわ・・・・」という感じ
で僕は人に本音を話せば話すほど、全く理解されないことが増えていっ
たので、会話をすることが減っていきました。 

もっと言えば、、自分の口数が減ったのです。 
口に出して何かを言うことはない。 

自分から、不用意なことは喋りたくない。 
変なことを喋ってしまったら、白い目で見られるからだ。 

だからこそ、僕は飲み会でただ、 
人の話をずーっと聞くことしかできなかった。 



「なんで話さないの？？？？」と言われることはある。 

でも、それは怖いからだと思う。 

自分が普通だと思っていることでも、他の人にとっては普通じゃないこ
とで、場を白けさせるのが怖いからだ。 

また、仮に拾ってくれたとしても、「変人」としてのキャラになる。 
それに思い切って演じ切るのも悪くはない。 
ピエロとしてみんなを楽しませるのも悪くはない。 

でも、僕はとてつもない孤独を感じた。 

ただ、そうやって孤独を感じたり、社会に馴染めずにいるけど、 
自分のキャリアについて自然と考えることが多かった・ 

「天職ってなんだろう？？？？」 
「自分が一生涯かけて取り組む仕事は？？？」 
「自分が人生で成し遂げることは？？？？？」 

ただし、こー言うことを考えると、 
現実とのギャップに頭がクラクラしそうになる。 



バイトもクビ、友達もいない、満員電車で倒れそうになる。 
人の話を最後まで聞くこともできない。 

「そんな奴が天職とか何言ってるんだよ笑」 
ともう1人の自分が言っているような気がした。 

やはり、HSPの人は１つの事象を深く深く考える癖があるからこそ、天
職とか人生について悩む人が多いのだと思う。 

僕もその1人である。 

そして、今の自分のこの仕事をしていて、 
誰かの役に立ってるんだろうか？ 

本当にこの仕事をすることが社会にとってプラスなんだろうか？ 

自分は今こんなバイトをしてるべきなんだろうか？ 

こー言うことを考えれば考えるほどわからなくなり、仕事へのモチベー
ションも次第になくなっていってしまう。 

結局何をすればいいのかわからなくなるから、何もできない。 



そんな状態だった 

ただ、サラリーマンや先輩の話を聞いていると、 
天職とか自分のキャリアを本気で考えている人は 
非常に少ないことに気づいた。 

目の前の仕事をこなすだけで精一杯。 
毎日をとりあえず頑張り続けるだけ・ 
給料をもらってそのお金で家族を食わせる。 
金曜日を毎週楽しみにして、月曜日の朝になったら憂鬱になる。 

そんな生活を繰り返している人が大半だった。 

自分は何のために仕事をするんだろう？？？？？ 

そんな風に考えて色々な人の意見を聞いたりしたが、途中でやめた。 

「働いてもないのに、天職とか偉そうなこと言うな」 
「仕事ができない癖にまずは目の前の仕事をこなせ」 

口では言わなかったけど、表情や雰囲気を見て察してしまったからだ。 
色々な人の話を聞きに行けば、なおさらそう感じた。 



確かに、正論だと思う。 
正論だからこそ僕は悔しかった。 

無力すぎる自分を現実にして、 
どうすればいいのかわからないからこそ自分に腹が立った。 

「就職まであと○年」 

僕の頭の中では既に就職へのカウントダウンが始まっていたのだ・・・ 

「バイトすらできない自分が会社に入ったとしても 
　まともに働くのは無理だろう・・・」 

「自分はどうすればいいんだろう。。。。。」 

僕はずーっと悩んでいました。 

色々な人に相談しようと思いました。 
でも、悩みが全く共感されないのです。 

先輩やOBは・・・・ 



「あのさあ、会社ってボランティアじゃないんだよ。自分が給料をもら
う所なんだから、会社のいうことを聞かなきゃダメに決まってるだ
ろ？」 

「学校とは違うんだから、そんなに融通が効くわけないだろ？」 

「そーいうことを聞くのは失礼で礼儀がないと思われるから、やめたほ
うがいいよ。会社では仕事は選ばずに死ぬ気でやるんだよ」 

「会社を舐めてるのかな？」 

時には、「死ねって言えばわかるかな？君は社会を舐めてるね」とOB
から言われたこともありました。 

その時は１週間くらい、全く何もできなかったです。 
あまりのショックに動けなくなったわけです。 

僕はまるで会社に入ると自分の人生が 
削られるような恐怖がたまらなかったです。 

何でこんな苦しそうなことをみんなしてるんだろう。 



「僕も数年後はこうなるのか・・・・・」 
と考えると恐ろしくてたまりませんでした。 

豆腐メンタルだからこそ、ひたすら傷つき、傷つき、 
ボコボコにされるのを感じました。 

そう考えれば考えるほど、「自殺」以外に選択肢が思いつかなくなりま
した。 

もちろん、すぐに自殺しようとは全く考えませんでしたが、数十年後、
いや数年後に、会社の仕事が苦しくなって、退職して、ニートになって
うつ病で、自殺するという未来が見えていたのです。 

割と現実味を帯びていると思いました。 

「今の自分なら十分ありうる」 

僕はもう、全く将来への手がかりを掴めないでいました。 



第５章；卒業式に遅刻するほどネットビジネスに没頭す
る男の末路 

僕は一体どうすればいいのか、全くわかりませんでした。 
もう既に大学3年生。後１年間で就活が始まってしまう。 

なんとかしたいとは思ってるのに。。。。 
現状を変えたいエネルギーはふつふつとまっている。 

でも、どうすればいいのかわからない。 

そうやってあれこれ考えてたら、すでに就活まで残り2ヶ月。 
いよいよ大学4年生になってしまいました。 

ある日僕は、知り合いがネットビジネスをやっていたことを知ります。 

僕「なあ、お前は就職どうするの？？」 
友「俺、就職しないよ実は」 

僕「え？」 
友「俺、アフィリエイトやってんだよね」 



僕「なにそれ？」 
友「商品をネットで売るんだよ。ネットの広告代理みたいな」 

僕「へー（なんかよくわからんけど）」 
友「そうそう」 

僕「就職しないって、結構稼いでるんか？」 
友「まあ、月60万くらいは」 

は？？？ 

ちょっと待って一体どういうこと 

僕は全く理解できませんでした。 
月収60万って言ったら、本当にエリートサラリーマンが何年も働いて
稼ぐような金額じゃないか・ 

それをこいつは一体どうやって稼いでるんだ、 
全く理解できん。。。。。 



いや、でもちょっと待てよ、いくらなんでも怪しすぎるって。 
そうだよ、そうだよ、嘘ついてるかもしんないし、怪しすぎるよ 

色々と気になった僕は彼に質問をしてみることにしました。 

そうすると、アフィリエイトの内容を聞くことができたのです。 

・ネットで他人の商品を売るだけだから在庫がいらない 

・故に赤字もないし、初期資金もほとんどいらない 

・パソコンあれば、どこでも、いつでも、自分のペースで作業する 

・家で引きこもって、作業することも可能。何十万、何百万と稼いでる
人多数 

「赤字にならない？」「何百万も稼げる？？？」 

どう考えても怪しすぎるんだが・・・・・ 
としかこの時は思いませんでした。 



当時は、「こんなうまい話があるわけないやん、そしたらみんな大金持
ちwww」と思ってましたからね。 

ただ、HSPの僕にとっては、 

・いつでも、どこでも、パソコンさえあれば自分のペースで作業できる 

という点に惹かれました。 

「自分でお金を稼げる？？？そしたら、人間関係とかで悩むことも減る
し、めっちゃ凄い世界なのでは？？？」と思ったのです。 

ただし、怪しい雰囲気はぬぐえません。 

そりゃそうです、月に100万とか、 
怪しいと思わない方がおかしいです。 

「これは新手の新興宗教の勧誘なんじゃ・・・？？」 
「マルチ商法とかで何か買わせるビジネスなのでは？」 
とめちゃくちゃ疑いました。 



ですが、しばらくしてからその後、 
アフィリエイトについて色々と調べてみることにしたのです。 

すると・・・・ 

・なぜネットで商品が売れていくのか？ 
・なぜアフィリエイトは赤字にならずに稼ぐことができるのか？ 
・なぜアフィリエイトでは不労所得が可能になるのか？ 
・なぜアフィリエイトで何十万、何百万もの報酬を発生させられるの
か？ 

も理解することができるようになりました。 

アフィリエイトでは、ブログを作って、そこに商品のリンクを貼りま
す。 

そのブログにアクセスを集めて、読者が商品を買えば、 
報酬が発生するという仕組みです。 

「なるほど。。。。確かにブログなら、経費なんて0に近いし、 
　赤字には絶対ならないな。。。。。。」 

と素直に思ったのです。 



そして、ブログはネット上にあるため、一度作ってしまえば、 
「放置してOK」ということになります。 

ブログはずーっとネットに残りますからね。 

だからこそ、商品もずーっと売れ続けて、 
利益が大きくなっていくということです。 

しかも、売るのは他人の商品です。 
それをリンクとしてブログに貼るだけ。 

だから、赤字にはどう考えてもならない。 

「なるほど・・・・確かに、あいつが言っていたことは 
　嘘じゃなかったみたいだ。。。」 

「確かにこれだったら、ブログを作れば作るほど利益は増えてい
く・・・・」 

僕はその時に、アフィリエイトの仕組みを知って、 
こんなものがあるのか。。。と驚愕した覚えがあります。 



ただ、その彼とはその後、個人的な付き合いはありませんでした。 
そこまで仲が良かったわけでもなかったので。 

ただ、僕はその後、「アフィリエイト」の存在を知り、 
思い切って取り組んでみることにしました。 

「なんかよくわからないけど、アフィリエイトって面白そう・・・」 

「別に100万とか200万とかそんな大金はいらないけど、 
　とりあえず、就職を回避できるくらいのお金は欲しい！」 

「サラリーマンの手取りくらい稼げたら・・・・」 

ちょっと、アフィリエイトやってみるか。。 

僕はアフィリエイトに挑戦することにしたのです。 
そして、僕はそこからは、ひたすら試行錯誤する生活が始まりました。 

僕はネットで色々な教材やセミナー動画を購入し、 
実践していくことになりました。 



僕が購入した教材やセミナー動画の中は、 
割と当たりのものが多く、非常に勉強になる内容が多かったです。 

教材「記事の書き方はこういう風に書くと売れますよ！」 

僕「なるほどなるほど、こうやって書けばいいのか」 

教材「こういう風にサイトを作ると、読者が読んでくれますよ」 

僕「よし、じゃあ、この通り書いていこう」 

僕は教材の通りに忠実に実践し続けていって、 
ひたすら作業を進めることができるようになりました。 

自分に全く自信がなかったからです。 
自信がなかったからこそ、マニュアル通りに実践しました。 

なるほど、なるほど、、、、、、、 
こうやって取り組んでいけば良いのか・・・・・ 

「こんな風に書くと人は商品を欲しがるようになる！」 
「このような文章の書き方は読者から嫌がられる！」 



など未知の情報に触れられることは、 
僕自身楽しくて仕方がありませんでした。 

そして、もともと繊細肌で、芸術肌なこともあり、 
文章を書くことは好きでした。 

ただ、好きと得意は別問題なので、 
ひたすらマニュアルの通りに実践しました。 

「売れる文章の書き方はこうだ！！」と書かれてあれば、「俺もそうやっ
て書こうっと」 

「文章の冒頭はこういう風に書け！」と書かれてあれば、「なるほど、
早速書いてみようっと」 

という感じで完全にマニュアル通りの実践です。 

ただ、僕にとってそれは非常に楽でした。 

バイトのようにマルチタスクに追われたり、 
人間関係で悩むことが全くないからです。 



「マニュアルに書かれてある通り、愚直に実践する」 

これをやってればOKな世界。 

だからこそ、「もしかしたら、ネットビジネスって自分に向いてるん
じゃね？」とこの時は思うこともありましたが、その時は必死にコツコ
ツとやっていました。 

バイトの仕事から比べたら、100倍も楽しいし、簡単に感じる。 

ただ、HSP気質だったり、僕の容量が悪いこともあって、 
遠回りしてしまうことも当然ありました。 

このネットビジネスの業界では、仕事ができるエリートサラリーマンな
どであれば、参入して１ヶ月目で100万を稼いだり、東大卒の人が３ヶ
月目で月収200万を超えたなどの話をゴロゴロ聞きます。 

ですが、僕はエリートサラリーマンでも東大卒でもないですし、そんな
スペックはありません。 



そして、今思えば、誰かに教わるわけでもなく、教材と動画をひたすら
繰り返し実践していたので、遠回りしていることも多かったです。 

ただ、着実に報酬は増えていきました。 

すると、最初は全くアクセスがなかったブログでも1日１０人、１００
人・２００人と次第に増えていきます。 

そしてついに・・・ 

ネットビジネスを開始して４ヶ月目くらいに、 
月に4万円くらい稼げるようになりました。 

この時はかなり嬉しかったし、驚愕したことを覚えています。 

「4万？？？？？マジか、アフィリエイトってすごい・・・」 

僕がスーパーで必死にバイトして得られた金額と同じくらいの額です。 

マジで意味がわからん。 
逆にこんなに簡単に稼いでしまっていいのか。 
4万って言ったら周りの大学生の月間平均の給料だぞ 



この時、一筋の光が見えた気がしました。 

大学生活を過ごしてきた中で僕は絶望しかしてきませんでしたが、 
その絶望の中に見えた光。 

それを確かに感じたのです。 

作業をすればするほど、報酬が次第に増えていくのはわかったので、
「この調子で死ぬほど作業し続けるぞ！」と決めます。 

それで、作業、作業、作業・・・・ 

ただ、作業といっても、そんなに毎日何十時間もやるわけではなく、 
1時間や30分しかやらない日もありました。 

ただし、100文字とか30文字は書く！と最低限のハードルを決めます。 

すると、記事がどんどん溜まっていって、 
それに連れて報酬も伸びていきます。 

次第に月収4万、6万、10万、20万と増えていき、 
1年後の時点では、月収２５万という金額を 
稼げるようになっていました。 



この時点で僕はかなりワクワクしていました。 

「作業をすればするほど、稼げるようになる」 
ということを心から実感していたからです 

「よっしゃ！！！このまま頑張っていけば、 
　仮に会社に入ったとしても、なんとかなりそうだ！！！！」 

そう思い続けていました。。 

楽しくなった僕は、友達との遊びや用事などをそっちのけにして、
ずーっとアフィリエイトに没頭していました。 

卒業旅行にもいきませんでした。 
（もともと複数人の友達と旅行に行くのは疲れてしまうのも理由の１つ
です） 

そして、作業をずーっと続けていたこともあり、 
卒業式は寝坊して、遅刻してしまいましたwww 

そして、、僕が卒業する時にもらったアルバムには、研究室のメンバー
から「ひろむは少し変わってるけど」とか、「ひろむは変だけ
ど・・・・」というセリフをみんなからしっかりと書かれていた。 



やはりこの時に僕は確信した。 
「あ、やっぱ俺って変なんだ・・・・」 
と。 

そして、この時くらいにはもう、 
「変人として生き残ってやる」くらいの気持ちになれた。 

一応言っておくと、僕はとてつもなく不安でした。 

周りの目を必要以上に気にしてしまい、 
あれこれ考えて悩んでしまう。 

そんなHSPの僕が起業という道を選んだことは、 
本当に勇気がいることでした。 

「人生を変えます」と口で言うのは簡単だけど、 
本当に尋常じゃないほどの勇気がいる。 

僕にとって社会のレールから外れると言うのは、 
本当に勇気がいることだったし、 
変人として生きていくとは言いながらも、 

「普通になりたい」という思いは残っていました。 



僕は、ネットビジネスをやりつつも、 
「普通の人間に近づきたい」 
「普通の人生を歩みたい」 
と思っていたのだ。 

みんなと同じになれるかな。 

僕が作業をしていた時にこのように考えてしまっていた。 

そして、作業、作業、作業。 

卒業式が終わった後も、作業作業作業・・・・ 

すると、次第に月収30万くらいまで到達することになります。 

この時はマジで嬉しかったです。 

「ネットビジネスって本当に稼げるんだ・・・・！」 
と本気で実感。 

そして、その頃からはだいぶ精神的にも楽になりました。 



この頃は、バイトをしてませんでしたし、 
人間関係で悩むことも格段に減ってました。 

僕はアフィリエイトをしていない時間は本を読んだり、 
まったりと過ごすことができたのです。 

そして、リフレッシュとして気軽に温泉旅行に1人で出かけたり、自然
食品などを購入して、ご飯を食べたり、することが増えていきました。 

電車に乗るのは苦手だったので、 
都内であれば、タクシーに乗るようになりました。 

また、自分の好きな時に好きな場所にでかけられる、 
1人旅でフラフラと出かけることもできる。 

これは僕にとって、大の魅力でした。 

HSP気質の僕にとって、非常に助かりました。 
絶対に乗りたくない電車を避けることができたのですから・・・・ 



それと同時に、「お金さえあれば、生きづらさは解消できる！」という
気持ちが芽生えるようになりました。 

お金さえあれば、ストレスがかかることも避けられる。 
克服することができる。 

僕は強くそう思ったのです。 

だからこそ、より一層お金を稼ぎたいとも思いました。 

そして、このくらいから、徐々に、 
お金の価値観が崩壊しつつありました。 

僕が大学卒業前に稼いでいた月収30万円というお金。 
これは、20代前半での人間では絶対に稼げない金額です。 

確かに、死ぬほどアルバイトをし続ければ稼げるのかもしれませんが、 
そんなに僕は働いていませんし、何よりネットから報酬が発生している
という点です。 



「そう考えると、一体お金って何なんだろう？？？」と思うことが増え
てきました。 

僕はお金というのは汗水垂らして働いて、上司から罵倒され続けて、心
を病んでから、初めてお金をもらえると思っていたのです。 

ですが、現実は違いました。 

「お金の稼ぎ方を知っているかどうか？」で全部が決まってしまう。 

これが現実なのかなと思いました。 

バイトを続けられない、変人扱いされる、社会に馴染めない。 
こんな僕ですらお金を稼げてしまったというのが何よりの説得力になる
かもしれません。 

「よっしゃ・・・！！！このまま稼ぎ続けて、 
　すぐに脱サラだ！！！自由になれるぞ！！！」 

と思ったのですが、僕はまたもや大きな壁にぶつかることになります。 

そこまで簡単には 
うまくいかなかったのです。 



第６章：入社したものの、友達0人、同期の中で成績最下位
をとって絶望 

「よっしゃ！会社で働きながら、 
　もっとアフィリエイトで稼いでいくぞ！」 

僕はアフィリエイトを副業として続けていくことを前提に、 
会社に入ったのですが大変なのはここからでした。 

会社に全くと言っていいほど馴染めないのです。 
全く会話が噛み合わずに仲良くなることができない。 

会社の研修が１ヶ月間あったのですが、 
僕は友達を1人も作ることができずに終了しました。 

かと言って、みんなに話を合わせたり、 
表面的で当たり障りのないような会話をしようとしたのですが、 
やはり疲れてしまい、途中から飲み会にも行かなくなる。 

だからこそ、仲の良い同期は0人となります。 



そして、職場環境的にも、あまりHSP気質の僕にとって、 
気になってしまう部分が非常に多かったです。 

例えば、 
同じフロアで、 

上司「ここ全然ダメじゃねえか、ここを直せって言っただろ！」 

部下「すみません、すみません」 

上司「早く直してもってこい！！！！」 

みたいな感じで怒鳴り声を聞いてしまうと、 
僕もその感情が写ってしまい、ぐったりしてしまいます。 

HSPにとっては、あるあるだそうなのですが、 
フロアに響く怒鳴り声ほど恐ろしいものはない。 

なぜか僕まで疲れてしまう・・・・ 



しかも、他人と一緒にランチをするのが苦しすぎでした。 

たまらなく嫌。精神的に疲れるし、 
後半の方は泣きそうになります。 

大人数で一緒に食事をすると疲れてしまい、 
食事に集中できなくなるのです。 

「やっぱり、バイトだけじゃなくて、会社でもこうなるのか・・・・」 

と絶望した気分でしたが、 
この時ばっかりはかなり苦しかったです。 

しかも、上司からは毎日1回は必ず怒られます。 
というのも、自分のミスが原因ではあるのですが。。。。 

「なんで言われたことができないんですか？」 
「さっき言ったよね？おかしくないそれ？」 

と次々と指摘を受けることになります。 



ただ、僕は怒られると勝手にパニックになってしまい、 
「言葉にして言い返すことができない」と言う状態になるのです。 

上司「ねえ、これどうなってるの？？」 
僕「ええええと、そ、そそれは%△#?%◎&@□!%△#?%◎&@です。
（意味不明な言葉を連発）」 

上司「は？？？」 
僕「えっとすみません！%△#?%◎&@□!と僕さそれわおお（以下意味
不明）」 

上司「一回、落ち着けwwww」 
僕「すみません（深呼吸）えっとですね・・・・。」 

こんな感じのやり取りが続いていたからこそ、 
「完全危険人物」として僕は扱われるようになったのです。 

大学の時に、やっていたスーパーのバイトで怒られた内容と 
全く同じでした。 

似たようなことで怒られてしまうわけです。 



そんな調子が続いていって。。。 

僕は入社１ヶ月目にして完全に精神を病んでしまいました。 

また、会社で他人の叩くキーボードの音、 
小さな物音、こもっている空気。 

かと言って、食堂や近くのレストランに行っても、 
食器がかちゃかちゃする音、や人々の笑い声を聞くと、 
だんだん、イライラ、ぐったりしてきて、 

「あああーーーーーーーーーーーーーーーーー」 
と叫びたくなってしまいます。 

飲み会の後に、ぐーったりしてしまい、何をすることもできなくなる。 

「え？顔死んでるけど大丈夫？つまらなかった？」 
と聞かれるのですが、僕としては、心のシャッターを、 
下ろしたつもりです。 

ガードを張って、完全防備して、他人との境界線を広げたのですが、 
周りからは理解されませんでした。 



僕は疲れすぎると、心のシャッターを下ろすが如く、 
「無反応かつ放心状態になる」のですが、 

それを見られてしまい、上司や同期から、 
「こいつはノリが悪いな」と見られてしまうのです。 

飲み会がダルいとかつまらないとかよりも、 
ただただ疲れてしまっていたのです。 

しかも、飲み会になっても、 
相変わらず苦手な大人数での会話となります。 

僕は１対１と人と話したいと思っていました。 

「１対１で向き合って話さなかったら、 
　相手のことがわからないじゃん」 

「よくわからない人とそんな表面的な会話を話してどうなるんだ」 

というのが僕の思いであり、 
考えていることでした。 

だからこそ、大人数での話が苦手でしたし、 
友人の数も限られていました。 



だからこそ、リア充が羨ましくてたまらなかったし、上司とすぐに仲良
くなってる同期を見ると、本当に嫉妬したい気分になる。 

「僕もあんな風に上司とすぐに仲良くなれたらな・・・」 
「こんな簡単に友達を作れたらな・・・・」 

なんて俺はダメなんだろう・・・・ 

僕の頭にあるのはこの言葉だけでした。 

飲み会は地獄とも言えるほどの苦行であり、 
どう振る舞ったらいいのかわからなくなります。 

また、何かを言うよりも考えるのが先で、 
周りの状況に合わせてしまうと、 
自分のペースが狂って、しんどくなります。 

特にネガティブな人と一緒にいると、 
苦しくて死にそうになります。 



さらに、「マルチタスクが壊滅的にできない」 
と言うことにも気づきます。 

１つの仕事を突き詰めるのは得意だけど、 
同時に複数の業務を進めようとすると、頭がパンクしてしまう。 

しかも、それで急な対応やイレギュラーな出来事が、 
起こると何もできなくなる。 

・仕事中に名前を呼ばれると、びっくりしてしまう。 

「ひろむさん」と後ろから話しかけられると、 

「うわ」とびっくりしてしまうのだ。 

「あ、ごめんびっくりさせちゃった、ごめーん」 
と言われるのだが、こっちとしては心臓ばくばくである。 

「びっくりさせるんじゃねえ！！！」 
とこちらとしては叫びたいのだけど、 
そんなことを言えるはずもなく。 



「大丈夫でーす」で終わってしまう。 

徹底的に集中して、自分の世界に入り込むからこそ仕事ができるのだ
が、入り込みすぎると他人から何か言われた時に全く対応ができなく
なってしまう。 

だが、集中しすぎないように業務を進めていると、タスクがうまくこな
せないし、効率が落ちてしまう。 

だからこそ、転職をしても何も解決するとは思いませんでした。 

僕の場合、仕事以前の問題であり、「気質的な部分」が多かったからで
す。 

などなど、会社で働いていると、より一層自分が、 
「社会不適合者である」ということを実感することになります。 

PC画面をできるだけ真っ暗にして操作してたら、 
「これ画面暗すぎないか？ww」と言われるのだが、 

こちらとしては１日中PCを使ってるのに、 
明るかったら目がおかしくなるだろうと思ってしまう。 



そして、僕はどこへ行っても、誰と話しても、心が休まる感じは得られ
なかったし、居場所を見つけられた感覚は全くありませんでした。 

どこにいったとしても居場所が見つからないのです。 

HSPには長所があると言われても、 
「創造性や芸術性に優れている」 
と言われてもあまり嬉しくない自分がいました。 

僕にはクリエイティブな能力もないし、センスがあるわけでもない。 

絵を描いたりすることができるわけでもないし、 
カウンセラーになれるとも思ってなかった。 

僕は会社で全く使えない人間なんだ。 

そう考えれば考えるほど、僕は家に帰った後も、 
何もすることができませんでした。 



仕事のことを考えると、土日は全く休むことができない。 

「前に取り掛かった仕事ってそういえば、どこまでやってたっけ、いや
あれはもう、大丈夫か。いやちょっと待てよ、金曜日までにあの仕事そ
ういえば終わらせてなくね？確か別の部署の○○さんと・・・・、あと
これもあれも。。。。」 

みたいな感じで1人であれこれ考えてしまう。 

「思考を誰か止めてくれーーーーーーー」と言いたくて仕方がなかった
のですが、 

ある時、無防備になった時、ひょっこりと顔を出すのです。 

「うわーーーやめいやめい、ストップストップ！」 

と思うのですが、 
無理やり押し殺しているので、 
土日も満足いくまで楽しむことができません。 



そして、ある出来事が起きます。 

僕が就職した会社はIT系だったのですが、会社に入った後に、速攻で出
向になり、ごみ焼却プラント会社へのコンサルティング営業となったの
です。 

ただ、実際に現場を見て回る中で、僕は全く仕事に耐えられませんでし
た。 

ごみ焼却場を研修でまわったりすると、吐きそうになり、全く仕事が出
につきません。 

HSPの僕にとって、「臭い場所」は地獄でしかありません。 

「これは仕事に支障がでる・・・」 

そう判断した僕は人事に別の場所に変えてもらうことを伝えたのです
が、人事は怪訝な顔をするばかり。 

「なるほど。。。。」と言っていましたが、「（こいつ本気で言ってる
のか？）」と考えているのがすぐにわかりました。 



相手の感情まで感じることができてしまうのも、 
HSP気質が影響してるかもしれません。 

僕はこの時に強く思いました。 

「このままじゃ、やばい」 

HSPの僕は強く上司に訴えて、現場で仕事をしない内勤の仕事をするよ
うに頼み込みましたが、結局うまくいかず、、、 

そして、仕事が壊滅的にできない。 

確かにアルバイトですらできなかった僕が、 
まともに正社員として働けるとは思ってませんでしたが、 

「ここまでとは・・・・・・・・・・・・・」 

と目を覆いたくなるレベルでした。 



最低でも1日１回は怒られます。 
1日１回はミスをしてしまいます。 

「ミスをしてるんだから自分が悪い・・」 
というのは明らかなので、なおさらへこみます。 

僕はそのせいで精神的にかなり参ってしまいました。 

また、会社になると、毎日、満員電車に乗らないといけなくなる。 

それに、飲み会や付き合いもあるし、 
尋常じゃないほど心が辛くて仕方がない。 

上司から毎日怒られる。 

大の苦手な満員電車に苦しめられる。 

職場では臭いのきつい工場に出入りしないといけない。 

こんな状態だったため、完全に僕は精神崩壊。 



結局、入社して半年くらいはアフィリエイトを続けることができずに、
むしろ、更新をしなかった事から、報酬が下がっていくことになりまし
た。 

家に帰った後は、心を落ち着けるのに精一杯だったからです。 

また、落ち着けるどころか、会社で受けたストレスを発散するために、
お金を使うようにもなり、奇行を繰り返すようになります。 

土曜日になって、急に思い立ったように、韓国に飛び立って、焼肉を1
人で食べ続けて、日曜日の夜に日本に帰ってきたこともあります。 

また、1人で急にふらりとホテルに泊まりたくなったりして、１ヶ月で
１０回以上ホテルに泊まって、会社に通っていたこともあります。別に
用事もないのにです。 

僕は異常なほどストレスを受けていたため、それをお金で発散しない
と、おかしくなる寸前だったのかもしれません。 



今ではそんな異常行動はしませんから、 
よほどストレスを受けていたのでしょう。 

そして、僕はミスを繰り返し、上司から怒られるたびに、 

そして、僕は「こんなダメな自分はアフィリで稼いじゃいけないんじゃ
ないだろうか」「サラリーマンすらできない自分がアフィリエイトなん
てやってはいけない」と思うようになっていき。。。 

「会社の仕事すらできない奴はアフィリエイトで稼いだって 
　独立して成功できるわけがない」 

と自分で思い込むようになってしまったのです。 

「こんな簡単な仕事もできない自分が、 
　アフィリエイトで独立したとしても、絶対に頑張れるはずがない」 

僕は自然とそう思っていまいました。 

会社の仕事とアフィリエイトには、本来、 
何の関係性もないのにも関わらずです。 



だからこそ、せっかく月に30万ほど稼いでいたサイトもみるみる収益
が落ちていって、最終的には月20万円程度まで落ちていきました。 

必死の思いで、なんとか作業をしようとするのですが、仕事のことを考
えてしまうと全く手が動きません。それどころか、平日の会社のストレ
スを発散したくて、じっとしてられないのです。 

だからこそ、僕はこのままだとやばい。。。。。。 
とは思うものの、何もできないといった事態になっていきます。 

ただ、そんな僕にあるきっかけが訪れます。 



第7章：本気出したら、４ヶ月で月収80万を超えて呆
然 

それが、僕の評価が同期の中で一番低かったことです。 
ビリを取ります。 
１００人以上いる同期の中でビリの評価を取ってしまったのです。 

そして、それは賞与や給与に反映されます。 
入社して1年目の段階で、給料に1万円の差がついていました。 
優秀な人だと、3万円の差がついていました。 

「これはやばい・・・・・・」 

僕はこの時ばかりは、焦りました。 

まだ入社して1年目なのに、自分はビリで、給料に大きく差が開いてい
る。 



「このまま、今の会社に居続けたら、 
　確実に死ぬ・・・・・・」 

また、僕の扱いには上司も困っているようで、 
先輩と課長が集まって、 
ミーティングを行うこともありました。 

日本の会社の都合上、なかなか社員をやめさせることはできません。 

なので、面倒を見るしかない。 

でも、僕が使えなさすぎてみんな悩んでる状態。 

なんなんだこの生活は・・・ 
もう死んだ方がマシなんじゃないのか・・・ 
と思いました。 



そして、この時に僕は決意しました。 

絶対に「アフィリエイトで稼いで会社を辞めてやる」と・・・ 

そのように決意してから、僕はあることに気づいてしまいました。 

それは、 

僕はどこかで、まだ「普通の人生を歩みたい」とか、「普通のことがで
きるようになりたい」と思っていたのかもしれない 

ということです。 

ですが、その生き方はもう諦めようとその時に決めました。 

「普通の人にできることが自分にはできない。だからこそ、僕にしかで
きないことでもう頑張るしかないんだ・・・」 

そう思った僕はもうネットビジネスを再開しました。 

今までろくに作業してこなかったけど、再びサイトを更新していくこと
にしました。 

そう思った僕はネットビジネスに全力投球を開始。 



「大学時代に本気で取り組んで月収30万まで行っている」 

「だったら、もっと本気で取り組めば、さらに稼げるんじゃないの
か？」 

とある種の確信がありました。 

僕自身、色々とサイトを作っていたのですが、 
徹底的に１つのサイトを作り込んでいく戦略をとりました。 

例えば、1日に100人来るブログで1万儲かるのなら、それを10倍にし
たら10万儲かるようなと思ったのです。 

記事を書いていって、とりあえず、アクセスを増やしていく。 

そして、そのようなブログをたくさん作っていけば、 
もっと収益が増えるのでは・・・と。 

「よし！やってやるぜ！！！」 

僕はこの時、勉強をしながら、引き続き記事を書いていき、 
アクセスを集めるようにしました。 



僕はずーっと作業をし続けました。 

もちろん、仕事で疲れたり、落ち込んだ日もありましたが、 
1日5分でもいいからやろうと思って、取り組んでいきました。 

「こんなに作業するの久しぶりだなー。大学生以来だわ・・・」 
と思ったのです。 

「そういえば、学生の頃は卒業旅行も断って、作業してたっけ、友達の
誘いも断ってたなあ・・・・・」 

そう思うと、当時の頑張っていた自分を思い出して、 
涙が出てきました。 

あの時の自分は一生懸命、頑張ってたのに、今の自分はなんだ！ 
こんなことで落ち込んでたらダメだろう！ 

本気で頑張って独立しようとしてたじゃないか！ 
会社が辛いなら、自分で稼ごうよ！ 



と、僕は1人でカフェで泣いてしまい、この時、 
本気でやることを決意します。 
（周りからは不審がられました） 

また、ネットビジネスの良いところは、 
やる気さえあればどうにかなるということです。 

記事を書いて、サイトを作って、月に1万、2万稼げるサイトを、 
作っていきます。 

そのサイトの収益を5万、10万と伸ばしていくのも良いですし、 
月1万のサイトを５個、１０個作ってしまうのでも良いのですから。 

会社やバイトの仕事は僕に取って、「気合いでもどうにかなる仕事」で
は全くなかったのです。 

どれだけ本気でやったとしても、 

「さっき言ったばかりだろ！なんでできないんだ！！」 
「これ前も繰り返したミスだろ？ふざけるな！」 
と怒られ続けられます。 



そして、怒られるからこそ、パニックになって、 
なおさら萎縮してしまう。 

この負のループに完全にハマってしまいます。 

つまり、気合いとか根性でどうにかなる世界ではないということです。 

加えて、上司から気に入られたり、「仕事ができるブランディング」や
キャラクター作りをしたりせねばならず、器用さや要領の良さの方が求
められることが多いです。 

だからこそ、努力がそのまま反映されるネットビジネスの世界は僕には
救いでした。 

「もうやるしかない！！」そう思った僕は記事を書き続けていき、アク
セスを集めたり、より一層売れる文章の研究を行なっていきました。 



そうすると、 

そうすると、報酬が1万円発生しました！報酬が4万発生しました！な
どの通知がどんどん流れてくるようになりました。 

おっしゃ！！！ 

会社の仕事に比べたら、どんなに楽なんだろう・・・・・ 

そう思えたからこそ、僕はひたすら頑張れたんだと思います。 

その調子で作業していくと、次第にブログの記事もたまっていき、アク
セスも集まって、報酬が増えていくようになりました。 

これやばいって・・・・ 
大学の時は本気でやらなかったけど、本気でやったらこんなに稼げるの
かアフィリエイト・・・・ 

1日で5万円を稼いでしまった日もありますし、毎日数千円の報酬は必
ず発生するようになってます。 



そして、僕はずーっとサイトを作り込むようになりました。 

会社の昼休みではスマホでずーっと記事を書き続けて、仕事が疲れた
ら、食堂でスマホで記事を書き続ける、電車でもずーっとサイトを作り
込む。 

どんなに疲れてる日でも1日１００文字くらいは書いて寝る。 

１００文字だったら、ツイッターと同じくらいだし、できるだろと自分
に言い聞かせて作業。 

そして、そうすると、1日の報酬額も変わってきます。 

1日2万、3万、4万、5万 

商品が２つ売れました、３つ売れました、４つ売れました。。。 

などなど。 

この時はかなり楽しかったけど、 
没頭して作業していたことを覚えています。 



第８章：法人案件で２ヶ月で400万の利益を出すサ
イトを作ってしまって驚愕 

「アフィリエイトってやっぱり楽しいなあ・・・」 

正直、会社で精神をすり減らしながら生活していくよりも、アフィリエ
イトで稼ぐために記事を書いたりする方が楽しくなってました。 

「会社に行って最低限の仕事をして、 
　怒られるギリギリの完成度で提出する」 
ということしかやってませんでしたしね。。。。 

そして、僕はコツコツとサイトを作り、 
記事を書いていったのですが。。。。。 

僕があるサイトで商品を売っていた時の話です。 

ブログ記事を書いたり、サイトを作っていたこともあり、 
「今月はやけに商品が売れるな・・・」と思っていました。 

サイトに訪れるお客さんも増えていったのです。 



すると、その月に商品がバコバコ売れていき、 
最終的には80万まで到達しました。 

全く意味がわからなかったです。 

1日10万という日もありましたし、 
朝起きたら3万の報酬が発生してたりなど、 
全く理解ができなかったです。 

嘘だろ？ 
80万？？？？ 

やばすぎないか、アフィリエイ
ト・・・・ 



そして僕は本当にアフィリエイトをやってよかったなと思いました。 

自分なんかに稼げるわけがない・・・とは思うこともありましたが、続
けてきたらこれだけの結果を残すことができるようになったので。 

本当に何が起こるか人生わからないなとこの時ばかりは思いました。 

そして、僕は今まで悩みすぎていたのかもしれないと思いました。 
「本気で作業したらあっという間に稼げてしまったから」です。 

なのに、自分はあれほど会社で苦労していたのか。。。。。 

結局、僕は本気で作業を開始してから、月収20万の状態から、80万ま
で４ヶ月で戻すことに成功します。 

そう考えると、あれは「自分は普通の生き方をするのではなく、HSPと
して自分ができる人生を歩むべきである」と考えるきっかけとして必要
だったのかなとも思ってます。 



そもそも論として、アフィリエイトのビジネスモデルは非常にシンプル
です。 

他人の商品をネットで売る 
→そのために、ブログを作る 
→そのブログにアクセスを大量に集める 
→1日に１００人、２００人が訪れる仕組みができる 
→そのうちの数人が商品を買う 
→1日５人、１０人が商品を買ってくれる 
→それが毎日続く 

みたいな状況であれば、どう考えても報酬は発生しますし、利益は伸び 
ていきます。 

僕にはそれが非常に見えていたからこそ、悩みませんでした。 

ですが、僕にとって、会社やアルバイトの仕事は、アフィリエイトの何
十倍も複雑でした。 



・報告連絡相談をしないといけない 
・上司や先輩の機嫌を見て、声をかけないといけない 
・とにかく早めに取り掛かる必要がある 
・複数の業務に取り組む必要があり、常にマルチタスク 
・イレギュラーな対応をすることが多々発生する 
・いかに可愛がられるか、気に入られるかが実力よりも大事 
・業務のマニュアルは存在せず、自分で臨機応変に対応しないと怒られ
る 

このような状況だからこそ、何が起こるのかわからないし、 
全く先が見えず、複雑でたまりません。 

不確定要素が多すぎで、僕は混乱してしまいます。 

ですが、アフィリエイトは非常に楽です。 

「文章を書く→読者が文章を読む→商品を買う→報酬発生」 

これだけです。 



もちろん、「読者はどのような時に商品を欲しくなるのか？」などを勉
強する必要はありますが、全て自分のペースにできるし、イレギュラー
な対応はまず起こりません。 

だからこそ、ある意味マニュアル通りに作業ができます。 

「もしかしたら、ネットビジネスって自分に最高に向いてるのか
も。。。」 

と思うようになっていきました。 



第8：カフェで作業しながら、２ヶ月で400万の利益を出
したサイトを売却して価値観崩壊 

その後、さらにお金の価値観を変えるような出来事が起こりました。 

「このジャンル・業界でこーいうサイトをって欲しい」という依頼が法
人からあったので、作ることにしたのです。 

そこで、作ってみたのですが・・・・・ 

やはり、法人案件ということで僕も気合が入って、 
朝から晩までぶっ続けて勉強をしていました。 

すると、、、、利益の出方が異常なほど出たのです。 

「１ヶ月目で利益100万」、「２ヶ月目で利益300万」 
という報酬を発生させる化け物サイトを作ることに成功。 



最終的には、法人に売却しました。 

「こんなにアフィリエイトって儲かるの？？？」と軽いパニック状態で
した。 

日によっては、「報酬が20万発生！」などの場合もあり、 
頭の理解が追いつかなかったのです。 

また、１ヶ月目でいきなり100万稼いで、２ヶ月目で300万ってもう、
お金って何なんだろうとこの時は思ってしまったわけです。 

「２ヶ月目で300万って、普通の稼ぎ方じゃないだろ・・・・・」と。 

お金って何なんだろう・・・・ 

アフィリエイトってすごすぎるだ
ろ・・・・・ 



開始して１ヶ月目で100万？ 

この時に僕のお金の価値観は完全に変わりました 

ですが、昔の僕が常に感じていたことは・・・・・ 

「俺の人生マジで詰んでるな」 

ってことでした。 

・日本社会で馴染むことができない 
・会社の仕事どころか、簡単なバイトすらできない 
・コミュ障すぎて、友達も全くできない 

こんな状態だったからこそ、危機感どころか、もはや諦めに近い感情が
僕にはありました。 



「お前は変人だ」 
「社会を舐めてるのか？」 
「社会不適合者すぎる」 

と言われ続けて、どうやってこの先、生きていけばいいのか、 
悩んでいたからです。 

僕自身、最初は「お金を稼いで少しでも将来に備える」ということを 
目標にネットビジネスをやってました。 

ですが、実際はお金以外にもたくさんのことを 
得られたのです。 

・煩わしい人間関係に悩まされることがなくなり、好きな相手とだけ付
き合えるようになった 

・生き苦しい生活を脱出して、毎日を快適に過ごせるようになった 

・やりたくない仕事をやる必要が一切なくなり、やりたい仕事だけに取
り組めるようになった 

などなど・・・・・ 



そして、僕はネットビジネスに取り組んで、 
普通では手に入らないような額まで手にすることができました。 

会社で普通に働いてたら、 
これほどの金額は絶対に無理だったでしょう。 

だからこそ、今では経済的にも、精神的にも心に余裕があります。 

しかも、圧倒的に自由な時間があるという点が、 
僕にとって一番嬉しい点でした。 

朝から晩まで会社の中で缶詰になって働き続けたり、同じ場所で長時間
働くことができない自分にとって、「自分のペースでいつでもどこで
も」取り組める。 

自分で全てを決められる。 

HSPの僕にとっては天国でしかありません。 
それで、稼げる額もぶっ飛んでいる。 

僕は本当にやるか迷ったけど、挑戦してよかったなと思います。 



恐らく、挑戦しなかったら、「何回同じミスしてるんだお前は」と怒鳴
られる生活が続いていたでしょうし、会社で働き続けて心身ともに疲弊
していたに違いありません。 

僕自身、稼いだことによって心の安定に繋がるようになりました。 

当然ですが、月に80万も稼いでれば、金銭面での不安は極限まで０に
近くなります。 

また、僕を変人呼ばわりする人はいなくなりましたし、バカにされるこ
ともなくなりました。 

HSPの僕にとって、満員電車に乗らなくて済むことは本当に嬉しいで
す。 

そして、攻撃的な人や暴力的な人とも付き合う必要もないですし、食べ
たくもない食事を食べる必要もありません。 



住める場所も自分で決められますし、体に優しい料理を出すレストラン
なども自由に出向けます。 

ネットにあるサイトが報酬を生み出してくれるからです。 

だからこそ、嫌いな人とは付き合う必要もないし、自分が好きなように
人生を歩いていいんだということに気づかされるようになります。 

僕は今まで自分が縛られていると思っていたけど、自分で自分を縛って
いただけということに気づきました。 

「普通になりたい」「社会に適合したい」という思いが、自分を苦しめ
て、コンプレックスとなり、動けなくなるまでガチガチに縛り続けてい
たんでしょう。 



だからこそ、会社であれほど悩み続けたわけですし、それがなければ、
こうして悩むことはおそらくありませんでした。 

だからこそ、僕は周りの目が明らかに変わったのも事実です。 

過去には「変人」とか、「変わってる」と僕のことを言っていた人が、 

「お前は天才だ」とか、「すごすぎる。。。。昔から普通の人とは違う
と思ってた」 

などと言ってくるようになるのです・ 

また、初対面であった人にも、「すごすぎです」とか、「是非そのやり
方を私にも教えてください」と言われるようになりました。 

「その歳でそれだけの額を稼いでいるのはすごい」と言われたこともあ
ります。 



本当に周りの反応も変わりました。 
周りの反応が変わったからこそ、 
そこで無駄にストレスを抱える必要も無くなりました。 

僕が寝ていようと、自分が作ったサイトから商品が売れるため、報酬が
入ってきます。 

だからこそ、心に余裕ができて、家族や恋人にプレゼントを送れるよう
にもなりました。 

また、海外旅行にいつでもいけるお金も時間もあります。 

そして、僕は自分に対するコンプレックスや自信のなさも消えたように
思います。 

「気づいたら消えていた」という感じです。 



元々、僕は自分がHSP気質があって、周りに馴染めないことに異常にコ
ンプレックスを抱いてました。 

飲み会でみんなのように冗談を言いたかったし、気軽に話せるようにな
りたかった。 

でも、それはビジネスを実践する過程で、人間心理について勉強するこ
ともあり、コミュニケーション能力も必然的に上がるようになりまし
た。 

また、お金を稼いだことで、圧倒的に自信がつき、それらのコンプレッ
クスが消えたのかもしれません。 

だからこそ、自分で社会不適合者であるとはあまり思わなくなりまし
た。 

常に人生に絶望ししかしてませんでしたから。 



その意味では大きく変わったと言えると思います。 

HSPだけど、気の合う経営者仲間もできるようになりましたし、友達や
仲間も増えたように思います。 

HSPの僕にとって、「お金があって」、「時間もあって」、「場所も自
由」というのは、途方もなく幸せですし、それだけで毎日を心穏やかに
して過ごすことができます。 

ここまでネットビジネスを始めて、人生が変わるとは思いませんでし
た。 



最終章：「HSPと幸せの両立は可能だ」と気づいた僕は人
生が変わった 

僕は昔、自分が嫌いでした。 

「HSPである僕」というのが大っ嫌いで、「HSPなんかなければ、普
通の人みたいに楽しく生きれたのに」と数え切れないほど悔やんだから
です。 

ですが、僕はHSPだったからこそ、ここまでこれたとも思っています。 

もし、HSPじゃなかったら・・・・・・ 

普通に友達と遊んで、普通に大学に行って、普通に会社で働いてたと思
います。 

でも、HSPだったからこそ・・・・ 



人間関係で死ぬほど悩み、日本社会の息苦しさに絶望して、自分の人生
を自分の足で歩けるようになったのだと思ってます。 

ビジネスを通して自分を見つめ直すことで、 
「HSPだからこそ今自分はここまでこれた」と改めて思うのです。 

「HSPは自分の勝てる所で勝負する」 
これを僕は嫌という程学びました。 

自分の勝てない場所で戦っても苦しいだけだからです。 

僕は今まで、自分の勝てない場所でひたすら勝とうとしていたからこ
そ、空回りしていたんだと思います。 

HSPの人には輝くものもたくさんあります。 
だからこそ、勝てる場所で勝負すれば良いのです。 

HSPだと、やはり普通に働くのは難しいと思います。 

（人によりけりだと思いますが、会社という組織で働くこと自体が不可
能・・・という結論に至りました、少なくとも僕の場合は。。。） 



実際に働いたとしても、 
かなり苦しい日々を送り続けていたと思います。 

多分、転職をひたすら繰り返して、 
でも、どの職場でも全く仕事ができなくて、 
結局、窓際族に追いやられて・・・・ 

という生活を送っていたんだろうなと。 

それで、仕事も嫌になって、退職して、引きこもり＆うつ病になって、
ただひたすら絶望する日々。 

僕はその寸前まで行っていましたから。 
（少しだけ足を踏み入れいていたような気もします） 

だからこそ、僕はネットビジネスに挑戦してよかったなと思います。 

そして、HSPじゃなかったら、 
こんなに怪しいネットビジネスに挑戦することも、 
まずなかったと思います。 



そして、、ここまで自分の人生が変わるとは、 
僕が一番思いませんでした。 

今では、 
「HSPの自分がどこまで自分の土俵で戦うことができるのか？」 
「僕が本気で勝負したら、どこまで、上に行けるのか？」 

を最近は、ひたすら考えています。 

そして、お金を稼ぐ過程で、「自分がやりたい仕事」、「自分がやるべ
き仕事」というのも見つかってきます。いわゆる、天職というやつで
す。 

それを僕は見つけることができました。 
（その話はまた今度しようと思います） 

そして、今ではストレスなく、 
毎日を過ごすことができるようになっています。 

僕が情報発信を始めたのも、そーいう理由です。 



「ネットビジネスで稼いだら、本当に楽しい毎日が待ってますぜ」って
ことを多くのHSP気質の人に伝えられたらなと思ってます。 

また、HSPの人で「今マジで死にそうです・・・」って人が、稼げるよ
うになって、息苦しくなく、快適に毎日を過ごせるようになって、独立
して、僕と一緒に話ができるようになったらなと思ってます。 

それで、一緒に遊んだり、友達をお互いに紹介しあったりしたら面白い
なと。 

「HSPで活躍する個人」を増やしたら、もっと絶対に面白くなると僕は
思ってます。 

僕自身、学生時代にHSPのことで悩み続けていたのですが、「HSPに
はこういう症状がありますよ！」と書いてあるサイトやブログはあって
も、そこで解決策や手段を知ることはできませんでした。 

「HSPは自分を否定せずに、自分に合う適職で働きましょう」 



ただ、そういうのを見ても、僕自身、 

「いや具体的にどうしろと？」 
「適職って言っても、会社勤めは無理だし、一体どうすれば・・・」 

「結局、何をすればいいんだろう・・・・」 

となってしまい、具体的な行動に移せなかったのです。 

ですが、似たようなことを思っている人は多いのではないでしょうか？ 

「HSP気質の人が世の中にたくさんいることは、ブログでもわかった。
でも、、、、具体的にどうすればいいの？？？？？？？」となってる人。 

「HSPの適職って言うけど、会社では働けない、かと言ってどうすれ
ば・・・」と悩み続けている人。 

僕自身がここでずっと悩んでいました。 



だからこそ、僕は過去の自分が知りたいことをまとめていたサイトやブ
ログを作ることにしたのです。「昔の自分だったら絶対に知りたかった
だろうな」と思い、書いてます。 

そして、僕の発信を読んで、独立して、のほほんと人生を楽しんで暮ら
す人が増えたら非常に面白いと思うのです。 

僕は今まで、HSPが辛くてたまらんかったですし、本当に嫌で仕方がな
かった。 

でも、実際は違いました。 

HSPはHSPとしての人生を歩むことができるし、実際にそのような道が
ある。それを僕は歩くことができた。 

「僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる」という高村光太郎の言葉
があります。 



まさにこの通りで、僕は自分の前に道があるとは思いませんでした。 
ですが、実際にネットビジネスを始めてからこそ、得られた道でもあり
ます。 

僕は誰もが行かない道を選びました。 
その後は簡単に80万ほど稼げるようになったわけですが・・・・ 

そして、今ならわかります。 

なぜ僕が月収30万を稼いで会社に入った後、 
作業することができなくなってしまったのか？ 

なぜそこから前に進むことができなかったのか？ 

確かに、会社の上司からのセリフにダメージを負ったり、精神的な問題
はありました。 

ですが、一番の理由は、僕自身、「社会のレールを外れて生きる」覚悟
ができてなかったからです。 



僕は初めは「将来へ備えるためにネットビジネス」を始めました。副業
として備えがあればそれでも良いやと思っていたからです。 

ですが、「将来へ備えるため」と言いつつも、僕は「普通の人」になり
たかったし、みんなと同じような道を望んでいたんだということに気づ
きました。 

だからこそ、僕はそれ以上稼いでしまうと、「普通の人ではなくなって
しまい」「会社に適合できなくなる」ということになり、自分で自分の
ブレーキをかけていたわけです。 

社会から逃げたいと思っていたのに、本当は「普通になりたい」と思っ
てたということです。 

僕が好きな漫画の１つに、東京グールがあるのですが、そこで、最後の
ラスボスが主人公に打ち倒される時に、「普通に生きたかったなんて
言ったら嗤いますよねえ」と笑顔で言うシーンがあります。 

まさにこれは僕のことだったんだなと今ならよくわかります。 



確かに、僕は周りとは違うと思っていたけど、自分は普通の人間だと誰
よりも強く思い込んでいたし、普通だと言い聞かせることで、自分は周
りに溶け込みたかったんだと思います。 

そして、僕がそこまで普通にこだわったのは、社会のレールにしか自分
の幸せはないと思っていたからです。 

ですが、実際に、僕の幸せはそこにはありませんでした。 

僕はもう、周りを気にせずに、「自分の人生をもう生きるしかない」と
決めたのです。。 

だからこそ、そこからは本気で取り組むことができるようになり、思い
切って社会のレールを外れることができたんだと思います。 

それよりも、僕は自分の人生でやるべきことを見つけましたし、今後も
それに向かって精進していくことになるのだと思います。 

「もし、自分がHSPじゃなかったら？」と自分に問うことはできます。 



ですが、正直、その仮定は今の自分には無意味であり、仮にしたとして
も、「HSPじゃなかった自分の人生がどうなっているかをもはや全く想
像できなくなっている」とも感じるのです。 

現段階で、HSP気質があったからこそ、ネットビジネスと出会えて、自
分がやるべきことも見つけてしまい、人生を変えてしまった以上、 

「もし、、、自分がHSPじゃなかったら・・・」なん
ていう想像や後悔は、無意味だと悟ったのです。 

それほど、僕は変わることができました。 

やはり、ビジネスの世界は魅力的であり、世の中を変えたい、業界を変
えたい、社会に貢献をしたいと思っている人たちが非常に多く、そうい
う人たちと一緒にいると、自分の使命についても考えるようになりま
す。 

（金儲けだけを考えてる詐欺師みたいな人たちももちろんいます） 

実際に、セミナーや懇親会で関わる人たちは優れた人たちが多く、
「しっかりと稼いでいる人」はHSPのことも理解してくれる人が多いで
す。 

圧倒的に器が広いからこそです。 



「調味料が嫌だ！！」と言ったら「わかったよ、じゃあ、ここのレスト
ランならいいだろ、ちょっと高いけど」と言ってくれるし、 

「満員電車は嫌だからタクシーで行こうぜ」と言ったら、「おk」の２
文字で帰ってくるし、 

あらゆることに寛容な人が多いです。 

それだけ余裕があると言うわけです。 

当然ですが、お金もなければ他人に優しくできるはずがありません。 
心に余裕も安心もないのですから・・・・・ 

だからこそ、僕はお金が稼げるようになってよかったーとも思ってま
す。 

実際に稼げるようになったら、自分のことを受け入れてくれる人たちは
いる、ってことです。 

そーいう人でかつ、魅力的な人たちというのはたくさんいます。 



僕は今まで多くの人に理解されなくて、苦しんでいたし、普通になれな
くて苦しかったけど、お金を稼ぐ過程で、そーいう人たちとたくさん会
うことで、 

「あ、別に自分は自分のままでもいいんだ」とも気づけたのです。 

日本社会は「みんなと同じ」を良しとして、「みんなと違う」を排除す
る傾向があります。 

だからこそ、HSPの人にとって、日本社会は非常に生きづらいのです。 

ですが、僕がネットビジネスを始めて思ったことは、ビジネスの世界は
「みんなと一緒がNGであり、人と違うことが良いことである」という 
状態になっているということです。 

これは僕にとって天国でした 
なぜなら、人と違うという所を否定されないからです。 

周りの目を機にする必要がありません。 



僕が会社や学校で意見を求められた時は何も発言できませんでした。 
というのは、周りから叩かれたり否定されたり、お前の意見は違うとか
おかしいと言われることが怖かったからです。 

ですが、僕はこの業界に来てから、「あ、自分は自分のままでいいんだ」
ということに気づけました。人と違うことが価値になり、それを受け入
れる文化をみんな持っているからです。 

だからこそ、僕は非常に安心しました。 

そして、自分自身を責めたり罪悪感に苛まれることも確実に減っていっ
たのです。 

もっと、HSPの人と僕は仲良くなりたいと思ってるし、 



「HSPが苦しい・・・」で終わらせたくないとも思ってます。 

「HSPだからこそ、ここまで来れるようになりました！」という人が増
えればなーと。 

もし、そういう人が1人2人と増えていって、全国各地で増えていった
ら、面白い世の中になると思いませんか？ 

「なんかよくわからないけど、面白そう！その船乗ったw」という感じ
であれば、是非一緒に盛り上げていきたいなと思ってます。 

これからも、引き続きネットビジネスについてや、HSPにとって暮らし
やすい生活、生き方などは色々と話していきたいと思います。 

・会社が苦しすぎる。。。。このまま今の仕事を続けたくない 
・HSPの症状で社会に適合できない 
・日本社会が息苦しい、今の生活を変えたい 



こんな風にHSPの症状があったとしても、全然人生を楽しめるようにな
れるんだよっていう、 

そして、快適に過ごせるようになるんだよっていう、 
そーいう部分がこのレポートで伝えたかった部分です。 

ちなみに、僕はネットビジネスの勉強をひたすら繰り返して、マニュア
ル通りに実践し続けてきたからこそ、稼げるようになりました。 

僕のような感じで、「ストレスフリーにしがらみなく人生を生きたい」
という人向けに、ブログやLINEメルマガを通して、ネットビジネスのや
り方を具体的な部分まで解説をしています。 

ネットビジネスに興味を持った人は、ぜひブログやメルマガなどで学ん
でいければなと思います。 

長くなりましたが、最後に一言だけ、言わせてください。 



HSPと幸せの両立は可能です。 

そして、 

HSPとしての人生を全うする。 

これが僕の理念であり、誰しも可能な生き方だと思っています。 



終わりに 

この「ひろむのHSP物語」の感想を記事でコメントした場合、「ひろむ
の30分skypeコンサル」をプレゼントしています。 

・HSPの生きづらさをなんとかしたい 
・具体的にどのようにしてネットビジネスで稼いでいるのか？ 
・Webマーケティングの勉強の仕方など 
・自分のHSPの悩みについて 

など何でも構いません。 

基本的に、30分のskypeコンサルは僕は他では行なっていません。 
自伝のフィードバックと感想が欲しいので、今回はつけています。 

（記事にコメントをして、その旨をメールしてくだされば、対応しま
す！） 

というわけで、このレポートは以上になります。 
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。 



ブログ：https://xn--hsp-nc4bua8f4d.com/ 

メルマガ： 

Youtube： 

Twitter：

https://xn--hsp-nc4bua8f4d.com/
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