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専門人材育成講座
第１回 第１章



専門人材育成講座について

技術や技能を持つフリーランスの活躍
（独立系スペシャリスト）

「令和４年度鹿児島県起業人材フリーランス育成・支援事業」の一環であり

を育成するための講座
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講座の概要

 講座は全3回、すべて動画を視聴していただく形で実施します

 1回あたり4章で構成され、1章は10分～15分の動画となります

動画視聴ルールなどあればここで説明します
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講座カリキュラム
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第１回：
フリーランスのセルフブランディング

第２回：
フリーランスの仕事術
(時間管理、タスク管理、データ共有、コ
ミュニケーション)

第３回：
フリーランスの継続的経営のコツ

テーマ 伝えたいこと テーマ 伝えたいこと テーマ 伝えたいこと

第１章 セルフブランディ
ングとは？

自分をブランド化する意義
とブランドの価値を高める
方法

時間管理と納期 納期の重要性
ポモドーロテクニックなど
のノウハウ紹介

for the customer
の精神

「クライアントの業績アッ
プのために何ができるか」
の視点を持つ

第２章 自己紹介の作り方 さまざまな場面で使う「自
己紹介」の作り方について
ターゲッティングの話も含
む

タスク管理 ツールを使わずとも、初期
はExcelやGoogleカレンダー
などで十分
タスクが多くなってきたら
ツール導入を

事業の多角化に挑
戦

スタート時は単一業務でも、
徐々に幅を広げてさまざま
なリクエストに応えられる
ようになる

第３章 SNSの活用 実績やスキルのアピールに
はSNSが最適
特にTwitterとインスタグラ
ム、noteなどは積極的に取
り組もう

データ共有とコミ
ュニケーション

Slack、チャットワーク、
LINEワークス、Zoom、
Googleドライブなど各種ツ
ールの紹介

税理士との付き合
い方

クラウドに強い「地域の身
近な税理士」を見つけてパ
ートナーにしよう

第４章 ポートフォリオの
活用

ポートフォリオは手っ取り
ばやく実績をアピールする
手段

その他便利ツール クラウド会計、CASTER
BIZなどの仕事ツール
テックアカデミー、ランサ
ーズなどの仕事獲得＆スキ
ルアップ系ツール

メンタルと体調管
理

適度な気分転換・トレーニ
ング・ワーケーションなど
を取り入れる
定期健康診断は必須



講師ご挨拶
桂 浩一（かつら こういち）

略歴：福岡県出身

家庭の都合で中学～高校は鹿児島で過ごす（城西中学校⇒鹿児島中央高校）

大手情報会社でキャリアをスタート
そこから大手広告代理店を経て、日本初の総合アウトソーシング事業会社で営業・販促部
門の効率化コンサルティングを手掛ける
その後、外資系通信ベンチャー（Bank of America Group）にて、国内における無線通信
インフラ事業の立ち上げに従事

2015年よりフリーランスライターとして主に企業や自治体・飲食店の取材インタビューを
行い、Webや雑誌の記事にする業務を担当
同時に地方におけるフリーランス人口の増加施策の一環で、新しい働き方セミナー講師と
して全国7地域で講義・ワークショップを実施
2020年8月にグロースフリー合同会社を設立し、現在に至る
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第１章

セルフブランディングとは？
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セルフブランディングとは？

 自分は何者なのか
 自分はクライアントに何を提供できるのか
について、さまざまな表現方法を用いてクライアントに届けること

7

自分

名前
肩書

自己
PR

写真
経験

キャラ
付け

専門性

希少性

人間性趣味



なぜセルフブランディングが必要なのか？

あなたのファンをつくるため

仕事で「モテる」プロフェッショナルになる

クライアントが求めているのは？
スキル
やる気・熱意
適正価格
納期遵守 etc

最低限必要なこと

この人と一緒に
仕事をしたい

ファンになってもらう
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セルフブランディング

実践編
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自分の強みを知る

 学校で学んだこと
 これまでの仕事で得た経験やスキル
 取得した資格
 表彰・メディア出演
 熱中している趣味

①思いつくまま書き出してみよう ②ツールを使ってみよう

クリフトンストレングス
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【大事なこと】
「こんなの当たり前だし…」
「特に秀でているわけでもないし…」
などと考えず、心の壁を取り払ってみよう！

【大事なこと】
自分自身の目だけでなく、客観的に
自分を判断するツールを活用してみよう



100万人に1人の希少性を持つ

「100人に1人」の「得意」や「スキル」を掛け合わせることで
100万人に1人の希少な人材になる
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例えば
「方言が得意」
も立派なスキル



自分が「何を成し遂げたいのか」を考える

 何のために仕事をするのか？

稼ぐ力のあるスペシャリストへの第1歩
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• 稼ぎたい・目立ちたいという「欲望」

• 好きなことで稼ぎたいという「願望」

• 地域に貢献したい・社会の役に立ちたいという「貢献」

• ○○により現状を変えてやるという「使命」



セルフブランディングのメリット・デメリット

 デメリット
• ターゲットのいないブランディングは意味がない
• ブランドを浸透させるまでに時間がかかる
• 一度浸透したら変更に苦労する

失敗例：「100分の1」に反社的な要素を入れてしまう
プロフィール写真をころころ変える
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 メリット
• クライアントに認知されやすくなる
• 仕事依頼のハードルが下がる
• 安心感が大きい

成功例：髪型や衣装など露出時のイメージを固定する
自分オリジナルの肩書を作る



今回のまとめ

 自分というブランドを創造する

 その方法は幾通りもある

 「私が仕事をする意味」を含めて考える

 ブランディングを恐れない
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ブランド化した「自分」をどう発信するか？

次章以降で詳しくご説明します
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写真

ポート
フォリオ

自己PR 名前

SNS

ブログ



次回予告

第２章：自己紹介の作り方
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第２章

自己紹介の作り方

2



自己紹介・自己PR文の役目

目的：企業から案件を獲得するため

内容：自分のできること・
やりたいことのアピール
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理想の働き方を実現させるための重要なツール

自己紹介が充実しているか否かで受注率や案件内容が大きく変わってくる！



クライアント視点で考える「刺さる」自己紹介とは？
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持っているスキルや過去の実績だけでなく、
第1章「セルフブランディング」によりピックアップした

自分の魅力を前面に！

やってほしい業務をちゃんと遂行できそうか？

実は仕事の実績と人格は分離していない！

過去の実績は大きなアピール材料

依頼する仕事を最後までミスなく完遂できそうか？

誠実さ

人 柄

実 績

スキル



自己紹介・自己PR文を

作る際のポイント
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6

自己紹介作成にはいくつかのポイントがあります

自分が「作りやすい」と感じるポイントを採用し作成してみましょう

全てのポイントを等しく網羅する必要はありません



ターゲットを設定する
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自己紹介はあなたの一方的なアピールではなく、相手を口説くために考えるもの
誰を落としたいか！？

１0年程、飲食店向けのPOPやメニューなどのデザインを手掛けてきました

従業員30名以下の中小企業に向けたシステムコンサルティングを行います

3万円で御社のホームぺージをつくります

ドローン出張撮影は鹿児島県全域対応可能です！

例）ターゲットの絞り方

企業規模

予算

地域

業種



キャッチフレーズをつける
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初回商談や交流会などで名刺交換した相手に自分を印象付ける
ユニークな個性をアピールする

マツコの知らない世界に出演した、運動しないプロテイン愛好家

20名のライター軍団を育成中、美味しさを表現するwebライター

軽バンで全国駆けつける地方創生DXディレクター

ローカルに眠っているモノの魅力を届ける接点を繋ぐ人

例）印象的なキャッチコピー

ライター

DX人材

マーケター

インフルエンサー



アピールする項目を絞り込む
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「あれもできますこれもできます」だと相手に伝わりきらない
1点突破でクライアントの懐に入りこむ

対応言語にはPythonとRubyしか書かない。C言語やJavaも使えるけどフリーでは難しい

SEOに特化し、取材インタビュー案件やレビューなどはNGとする

ブライダルプランナーと組んでブライダルムービー中心に活動する

例）職種別絞り込み方

ライター

映像D

インフルエンサー

エンジニア



デザイン戦略を考える
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デザインの核を決めて自分のイメージを統一させよう
一貫したビジュアルプロモーション

ロゴや顔写真などすべてのPR媒体に共通のものを使用する

メインカラーを1色、サブカラーを2色決めておく

PR媒体に使うフォントは1～2種類に絞る

例）名刺やポートフォリオなどに一貫性を持たせる

カラー

フォント

インフルエンサー

シンボル



注意点

プロフェッショナル人材の自己紹介は「職務経歴書」ではない
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1995年●●美術大学に入学。
生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻にて主
に自動車や家電、情報通信機器などのプロダクト
デザインについて専門的に学ぶ。
1999年に株式会社●●に新卒で就職し、1年間
店舗スタッフを経験した後、社内バイヤーとチラ
シ制作会社の間に立ち、チラシ制作に関わる業務
を3年以上担当。
チラシ制作業務と並行してIllustratorを使用した
店頭掲示物のデザイン制作を2年以上担当。
2005年に株式会社●●に転職し、新たに
wordpressを使った自社サイトの構築業務を開
始し、3か月で完成させる。
その後・・・

【使用アプリ】
Adobe Photoshop/illustrator/XD/premiere
Microsoft word/excel/PowerPoint
CMS wordpress/xoops

【得意分野】
POP・メニュー・チラシ制作
名刺デザイン
ECサイト構築

【実績】
●●株式会社 通販サイトの企画～デザイン



自己PRをどこに載せるか？

PR用メディアあれこれ
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自己PRに使うツール
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クラウド
ソーシング

SNSや
ブログ

ビジネス
マッチング
サイト

名刺

ポート
フォリオ

コミュニティ
広報メディア



今回のまとめ

 商品は自分自身

 「ターゲット」と「自分の売り」を絞り込む

 伝わる表現を心がける
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次回予告

第３章：SNSの活用法
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第３章

SNSの活用

2



SNSを活用する目的

3

目的：市場価値を高め収入の入り口を増やす

スキルレベルの高さ・実績・趣味などを広く伝えて自分の価値をアピール

個性・人格・人柄・交友関係・オフの過ごし方など人間性を前面に出す

専門性にニーズがあるのか、つながりのリアクションで探る

〇〇といえば●●さん、と認識されるようになる

人間性

ニーズ

希少価値

専門性

SNSは営業ツールであり、かつセルフブランディングの一環として
取り組むもの



ビジネスで使う主なSNS
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SNS種別 ターゲット 特徴 手軽さ ビジネス用途 適性

Twitter 全世代 短文＋写真でアピール
連続投稿可
タグ付けなので拡散性高

◎ ・拡散性に期待
・要約した情報提供
・詳細はリンク

全てのフリーランス

Facebook ほぼ友人限定
年齢層高め

実名で使用する前提
しっかりと丁寧に伝える
ビジネスアカウントあり

△ ・信頼性を高める用途
・名刺交換代わりに使うことも
あり
・メッセンジャー機能

全てのフリーランス

Instagram 10代～30代 写真や動画で独自の世界観を創
出 ○ ・ハッシュタグの活用

・ストーリーズの活用
クリエイティブ系

TikTok 10代～20代 プライベート感強め
尖ったコンテンツが好まれる △ ・ファンづくり インフルエンサー

YouTube 全世代 圧倒的な情報量
人間性も伝わる
「YouTubeで調べる」人も増加

× ・ノウハウ系の発信
・スキルのアピール
・ファンづくり

全てのフリーランス

note 20代～40代中心 「読ませる」コンテンツが中心
となる
Google検索と相性良し

○ ・ポートフォリオ
・スキルのアピール

ライターやブロガー
イベンター

LINE 全世代 告知ツールとして優秀
リアルタイム性高め ○ ・顧客の囲い込み 店舗型・通販型のビジ

ネス向け

他にもストリーミング配信型やオンラインサロンもあり



SNSを上手に

活用するには？
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メインで使うSNSは1つ、サブ2つまでに絞る

6

密度の濃い情報を高頻度で投稿する

反応を分析しリサーチを繰り返す

ブランディングの方向性を確認する

SNSの使い方を確立し幅を広げていく



SNSで何を伝えるか？

誰かに「貢献する」投稿を心がける

7

専門性 希少価値ニーズ人間性

誰かの「役に立つ」「参考になる」を意識する

・オンライン文字起こしツール〇〇を使ってみた感想
・キーワード選定ツールの使い方
・雑誌とwebのライティングの違い
・今日の仕事内容
・美味しさの表現方法あれこれ

・集中できる音楽
・私なりの気分転換
・ライターあるある

・休日のランチ

■ライターAさんの例



SNS活用の3ステップ
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役に立つ投稿で自分の存在を知ってもらう

自分の投稿を参考にする
ファンを増やす

仕事の成功を
イメージさせる

この人にお願いしたい



今回のまとめ

 SNSはセルフブランディングを表現するツール

 SNSの違いを理解

 SNSは自分に合うものを

 発信する内容は「役に立つ」ことが大事
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次回予告

第４章：ポートフォリオ

の活用
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第４章

ポートフォリオの活用

2



ポートフォリオとは？

3

あなたがこれまでに手掛けた「事例集」や「仕事一覧」を意味する

新規クライアントを獲得するためには
必要不可欠な営業ツールであり
クリエイター系フリーランスは
必ず準備しておくべきもの

企業に例えると「商品パンフレット」や「プロモーションビデオ」
のようなもの

を使って表現する写真 文章 動画



ポートフォリオを使う場面は？

4

新規クライアントへ営業（提案）する時

受注確率を上げるために、
新規商談時は常に準備しておくこと

①営業メールに添付

②提案書にリンク記載

③名刺にQRコード記載

④商談時に提示

⑤クラウドソーシングでの提案時



初めての

ポートフォリオ
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いいポートフォリオ・悪いポートフォリオ

6

・ビジュアルが整っている
・実績に対する詳細な説明が記載されている
・実績以外のことも公開されている（次ページで説明）

・提案内容と異なる実績
・文章が簡潔ではない
・カテゴライズされていない



ポートフォリオ＝実績紹介 ではない

7

「事例」や「実績」の他にも公開すべきこと

名刺代わりに使う可能性がある

セルフブランディングの一環として

あなたが仕事を通して実現したいこととは？

クライアントはどうやってあなたに仕事を依頼（相談）すればよいのか

クライアントからの評価やいただいたコメント

SNSアカウント

ビジョン

連絡手段

顔写真

評価



ポートフォリオの

発信方法
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ポートフォリオは紙？Web?

回答：どちらも用意すべし！

9

・noteあるいはYouTubeがおすすめ
・ドメイン取得しオリジナルサイトで公開するのもあり
・ポートフォリオ作成ツールを使うのも◎

・PowerPoint等を活用してビジュアルを整えておく
・PDF化してメール添付でも使える
・動画実績には不向きだがサムネ+動画URL記載はできる

web

紙



ポートフォリオを公開したら

10

定期的に内容を見直す

SNS等で積極的に発信

コメントやいいねで反応を確認

アナリティクスデータを集約し分析



今回のまとめ

 ポートフォリオはフリーランスの営業ツール

 単なる実績紹介に終わらないように

 多くの場面で使えるように工夫を

 作りっぱなしはNG
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次回予告

第２回

第１章：時間管理と納期
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