
～税金・確定申告の基本を理解して 

お金と数字に強くなり 

お金と上手に付き合えるようになる～ 

お金の守り方セミナー 
 

こんにちは、藪内です。 

今回は、今年 11月に行った「お金の守り方セミナー」のコンテンツ一般販売

のご案内です。 

 

さて、早速本題に入っていきましょう。 

 

 

仕事の忙しさや数学の苦手意識から 

お金との付き合いに目を背けていませんか？ 

 

いきなりですが、「あなたの仕事は何ですか？」 

という質問をしたときに、あなたはどう答えますか？ 

 

フリーランスとして仕事をされている方も 

会社勤めで仕事をされている方も 

 

恐らく全員が、普段自宅やオフィスでしている仕事を 

詳しく説明することと思います。 

 

ただ、これと同じくらいに大切で、 

しかも多くの人が目を背けがちな大切な仕事が 

「お金を守ること」です。 

 



あなたが、どんな肩書きや方法で仕事をしていようとも 

全員に共通する「お金を守る」仕事、 

 

もっと言うと「お金と向き合う」「お金と付き合う」仕事を 

うまくこなせている人は、案外多くはありません。 

 

 

その理由には、 

・これまでお金との付き合い方について（学校などで）学ぶ機会がなかった 

・仕事を始めてから勉強をしたいけれど、本業が忙しくて時間が取れない 

・昔から数学に苦手意識があって、数字やお金が絡む話は苦手 

などがあると思います。 

 

 

ただ、とても当たり前の話をすれば 

私たちは普段の仕事で稼いだお金を使って 

私生活や仕事にお金を使っているわけです。 

 

稼いだお金以上のお金を使ってしまうと 

当然貯金はできませんし、 

 

フリーランスであれば、加えて 

自分で所得を申告して、税金を納める（＝確定申告） 

を行う必要もあります。 

 

 

言ってみれば、お金は私たちの生活や仕事で必要な 

大切な道具の 1つであり、 

 

お金と向き合ってそれらを使う、守るというのは 

仕事道具にメンテナンスを加えて丁寧に使い続けることだ 

と言うこともできるわけです。 

 

 

もっと言うと、お金と向き合うこと、正しく付き合っていくことは 

人生のどこかで必ず経験しないといけないことです。 



 

今までは忙しさや苦手意識を理由に 

遠ざけることができていた問題かもしれませんが、 

 

きちんとお金と向き合ってこなかったことで 

必要以上のお金が懐から出て行ってしまっているかもしれませんし、 

これから歳を重ねていくにつれて 

多くの不利益を被ってしまうかもしれません。 

 

 

今回のセミナーでは、 

これまでお金との付き合いを避けてきたけれど 

これからもっとお金に強くなって、 

自分でお金を守れる、上手く活用できるようになりたい 

 

とお考えのあなたに、多くのことを学んで頂き 

これからの人生で長きにわたって活用して頂ける内容としました。 

 

 

今回お話しする内容は全て、 

身につけることで何年も活用できる知識や考え方です。 

 

学んで頂く内容に即効性のあるものもありますが、 

これからじっくりと時間をかけて 

お金のことについての理解を深めて自分のレベルを高めたい、 

 

とお考えの方には非常に学びの多い内容となっています。 

 

 

セミナーコンテンツについて 

 

今回含まれるコンテンツは、以下のとおりです。 

・セミナー動画 2本（合計約 3時間 20分、専用会員サイトで配信） 

・フォローアップメルマガの配信（最低 3ヶ月間） 

・セミナー内容や確定申告についての質問対応（内容によっては、税務署などに問い



合わせをするように回答させて頂く場合もあります） 

・会員サイト内での、参考書籍やリンク、ホームページの紹介 

 

・セミナー動画 2本の内容 

セミナー告知の案内時とは、内容が少し異なっています。動画で学べる内容には以下

のことなどがあります。 

 

＜前半＞ 

●私たちを取り巻く税金周りの制度は、そもそもどんな風になっているのか？ 

世の中に出回っている確定申告や節税ガイドの本には、「確定申告の方法」や

「節税のテクニック」については詳しく書かれていますが、そもそも、どれだ

けの収入に対してどれだけの税金がかかるのか？ ということや、どんな種類

の税金がかかるのか？ ということについては、あまり触れられていません。

これらの仕組みを一通り理解することで、日本の税金の「全体的なシステム」

がどのようになっているのか、ということが分かるようになります。節税法や

確定申告の方法が「枝」であれば、全体のシステムを理解することは「幹」の

部分にあたる、とても大切なことです。今回のセミナーではまず、この「全体

像」を理解することから始めていきます 

 

●お金を守るときに避けては通れない用語のおさらい 

確定申告をしたことがない方でも、「経費」「按分」「控除」「減価償却」「源泉

徴収」といったような言葉は、これまでで一度や二度は耳にしたことがあるは

ずです。これらの言葉をあいまいに理解していると、税金の支払いで損をして

いるかもしれません。これまで税金や確定申告から目を背けてきた方のために

も、これらの言葉が具体的にどんな意味を持っていて、私たちはこれら「按

分」「控除」といった仕組みをどのように活用すればいいのか、について学ん

で頂けます 

 

●できるだけ多くの支出を経費で落とす方法（私の具体例を多く紹介します） 

税金と向き合ううえで必ず出てくるのが「経費で落とせる」「経費で落とせな

い」という言葉です。節税の視点から考えると、「できるだけ多くを経費で落

とす」ほうがいいのですが、それに限界があるのも事実です。セミナーでは、

その限界をできるだけ高めるための「経費の落とし方」についても、私がこれ

まで取り組んできた具体的な方法にも触れながら説明をします 

 

●どれだけのお金を経費で落とすと、どれだけの節税になるのか 



あなたは、もしかすると「経費で落とせば全額が節税になるんじゃないの？」

とお思いかもしれませんが、それは正しくはありません。具体的に、どれだけ

の額を経費で落とすと、どれだけの節税になるかについてもお話しします 

 

●税務署から怪しまれないための経費の落とし方 

できるだけ多くのお金を経費で落とすほうがよい、とは言うものの、何にも

「節度」というものがあります。あなたがこれからフリーランスとして仕事を

する、あるいは現在フリーランスとして仕事をしているのであれば、どういう

点に注意して経費を計上すればいいのかをお話しします。 

 

●確定申告をするなら、青色申告を利用すべき理由 

確定申告をする際には、白色申告と青色申告の 2つから選択することが可能で

すが、オススメは断然「青色申告」です。その理由についてもセミナーではお

伝えします 

 

●自分で確定申告をする際の注意点とは 

（これから確定申告を自分でする、という方向けに、私のこれまでの経験を踏

まえてた注意点をお話しします。なお、現在既に確定申告を自分でされている

方にも、改善点が見つかるかもしれません） 

 

●仕事とプライベートの境目をなくすのがいい理由 

（世間では、仕事を優先するだけでなく、プライベートを優先する働き方や価

値観が強くなっていますが、お金と向き合うには、仕事とプライベートの「境

目をなくす」という考え方を取り入れる必要も出てきます。その理由をセミ

ナーではお伝えします） 

 

●節税をするのであればお金は使わずに手元に残したほうがいい？その意外な

理由 

（「節税のためには経費を落とす」と上で書いていることに一見矛盾するよう

ですが、時と場合によっては、素直に「お金を残して税金を納める」のが、一

番の節税対策になることもあります。それはどんなケースなのか？ そして、

経費を落としたほうが節税になるケースも合わせて紹介します） 

 

＜後半＞ 

●長期的に考える、節税と投資の関係 

（これから長くお金を稼いでいくのであれば、「節税」というテクニックに走



るのではなく、「投資」に重点を置いたほうがいい場合もあります。後半では

「目先のお金の守り方」を離れて、もっと視点を高くして「お金の節約と、自

分への投資のどちらが大事か」についてもお話しします） 

 

●これからの時代は本当に「お金の価値が減っていく」のか 

（最近では、「シェアエコノミー」や「評価経済」という言葉が出てきている

ように、とても低価格、あるいは時には無料で、サービスやシステムを利用で

きることも多くなってきました。こういう傾向もあって、「お金の価値はだん

だんと減っていく」という見方もありますが、このテーマをどのように捉えれ

ばいいのか？ についてもお話しします） 

 

●「お金」と同じくらい大切な「時間」と「エネルギー」を効果的に使う方法 

（税金や節税のことを考えると、どうしても「お金」が大切なものだと考えて

しまいがちですが、見方を変えると、お金は相対的には大切なものではないこ

ともあります。その見方を変えるために、「時間」と「エネルギー」という視

点を加えて、これらの優先順位やバランスについてお伝えします） 

 

●税金の知識を利用して、身の回りの情報を正確に読み解く方法 

（税金やお金の勉強をするメリットは、なにも節税ができる、経営者視点を身

につけることだけに留まりません。税金関係の知識を持ち合わせることで、世

の中のニュースや情報をより正確に捉えて理解することができ、いわゆる「情

報弱者」にならずに済むことができます） 

 

●外注を活用するかしないかの判断基準 

（あなたの限られたリソース（時間、お金、エネルギー）を有効活用するに

は、時には仕事を外注に任せる、という必要も出てきます。ただ、この方法は

一歩間違えると、効率化ではなく非効率化を促してしまうことになりかねませ

ん。仕事や雑務を外注に任せる時の判断基準を理解して、あなたのリソースを

より上手に活用していきましょう） 

 

●自分の人生を長期的な視点で捉えることの大切さ 

（目先のお金にとらわれてしまうと、長期的に考えるとあなたは人生を大きく

損してしまうかもしれません。そのような状態に陥らないために必要な考え方

も解説します） 

 

●全員が持っている「3つの資本」から、自分の人生を見つめなおす方法 



（実は世の中の人間全員が持っている「3つの資本」というものがあります。

セミナーではこれらを詳しく解説し、参加者 1人ひとりがどのようにそれらの

資産を活用していくかを考えて頂きます） 

 

●日常に「経営者目線」を取り入れるのが大切な理由 

（「経営」と言うと、大きな工場や会社の経営者をイメージしがちですが、「経

営」という考え方は、全ての人がこれから持ち合わせるべき視点（考え方）と

なります。このセミナーで「経営者目線」を取り入れて、毎日を捉えるように

して頂きたいと思います） 

 

 

・フォローアップメルマガの内容 

セミナーでは、参加者の多くが「会社員＋副業」で、今後フリーランスとしての独立

を考えている方でしたので、セミナーではそれに関係する話が多くなりました。 

 

そのためフォローアップメルマガでは、セミナーでお伝えできなかった内容も盛り込

んで、最低 3ヶ月間にわたって以下のようなコンテンツを配信していきます。 

 

●セミナー動画についての追加解説 

最初の 1ヶ月間は、動画の内容について主にまとめた内容をお送りします。セミナー

では話を「ギュッと」圧縮して詰め込んでいるので、動画を見ながらフォローアップ

コンテンツも参照して、少しずつ確実に理解して頂けるようになります。 

 

●確定申告のための簡単ワーク 

最初 1ヶ月間で配信されるメルマガには、必要に応じて「簡単なワーク」をつけてい

ます。これに沿って作業をして頂くと、これまで確定申告をしたことがない方でも、

少しずつソフトの操作方法や会計作業の仕方を身につけて頂くことが可能です。 

 

●会社員が知っておくべき節税の方法 

フリーランスと会社員では、税金周りを取り巻く制度が少し違うため、現在の

属性に応じて学ぶべき内容が異なります。セミナーではほとんど話せなかった

会社員のための節税方法についても、フォローアップメルマガではお伝えしま

す。 

 

●海外に長期滞在する際の税金対策 

1年ほど、フリーランスをしながら海外で生活をしていました。その際の私の



注意点や対策もお伝えします。 

 

●フリーランスと法人成り 

セミナーでは話をしませんでしたが、フリーランスとしてある程度の収入を得

られるようになってから考えたいのが「法人成り（起業）」です。フォロー

アップメルマガでは、節税対策のための「起業」について、どんなメリットが

あるのか、どんな判断基準があるのかについてもお伝えします。 

 

●「お金」とはいったい何なのか？ 

とても難しい問いに思われるかもしれませんが、そもそも「お金」とはいった

い何なのでしょう？人それぞれ考えは違うかもしれませんが、根本的に「お金

とは何か」「お金にどんな価値があるのか」ということを理解して頂くこと

で、更にお金との付き合い方が上手になります。 

 

以上のようなテーマについてのメルマガを、最低 3ヶ月配信します。 

配信ペースは、最初の 1ヶ月は毎日で、この間に確定申告関係の簡単なワーク

も一通りして頂けます。 

 

2ヶ月目以降は配信頻度を落としていき、数日に 1回のペースで配信を続けま

す。配信期間は 3ヶ月を超える可能性もありますが、その場合も追加費用をお

支払い頂く必要はございません。 

 

・動画や確定申告についての質問対応 

会員専用ページでは、動画やメルマガについての質問にも随時対応致します。

また、これから確定申告をされる方には、確定申告の方法や会計ソフトの操作

方法についての質疑応答にも対応致します。 

 

ただし、確定申告は個別の状況によってどのように判断して対応するかが異な

るため、質問内容によっては税務署などに問い合わせ頂くよう回答させて頂く

場合もあります。その点は予めご了承下さい。 

 

・会員サイト内での、参考書籍やリンク、ホームページの紹介 

確定申告用ソフト（会計ソフト）の操作方法が書かれたサイトや、国税庁の

ページ、セミナーで取り扱った書籍などを、会員サイト内でご確認、ご活用頂

けます。こちらも随時更新予定です。 

 



セミナーコンテンツの価格について 

 

今回の価格は 29800円です。 

 

※12月 29日までにご購入の場合（28日から 29日に日付が変わるまで）は、

特別価格の 19800円でお買い求め頂けます。 

 

 

コンテンツ販売期間について 

 

「お金の守り方セミナー」のコンテンツ販売について、今回は試験的に販売期間を限

定します。 

 

販売期間：2017年 12月 22日～2018年 1月 20日 

 

理由は、このコンテンツの主な目的が「確定申告や税金についてより一層理解して、

実際に確定申告ができるようになる」こととしているからです。 

 

フォローアップメルマガの配信内容に「確定申告のためのワーク」が含まれるため、

確定申告に間に合うようなスケジュールでの配信を考慮して、期間限定とすることに

しました。 

 

また、このコンテンツは今後も定期的に、確定申告の時期に合わせて限定販売をする

予定です。今後必要に応じてコンテンツの追加（税制の変更に合わせた内容など）も

行っていく予定で、次回以降の販売では値上げを行う可能性もあります。 

 

今回ご購入頂く分には追加料金は発生しませんので、早く勉強をしたいという方は今

回の販売期間中にご参加頂ければと思います。 

 

購入方法 

 

以下のリンク先より、数量「１」を選択し、ご購入手続きにお進み下さい。 

 



お金の守り方セミナー（オンライン販売）を購入する 

 

＜申し込み手順＞ 

① 数量を選択したあと、「カートに入れる」をクリックすると 

「カートの中身」という画面に飛びます。 

 

② 申し込み内容をご確認のうえ 

「ゲストとして購入」「PAY IDで購入」のいずれかをご選択下さい。 

（初めてのかたは「ゲストとして購入」をオススメします） 

 

③ 「購入者情報の入力」というページに飛ぶので 

必要情報をご入力下さい。 

（会場案内などはメールアドレスにお送りするので 

 お間違えのないようにご入力下さい） 

 

④ 懇親会参加希望の場合、備考欄に「懇親会参加」とご入力下さい。 

（ご入力がない場合、懇親会は不参加でのお申し込みとさせて頂きます） 

 

⑤ 決済方法をお選び頂き、必要情報をご入力下さい 

クレジットカード、銀行振込をご利用頂けます。 

 

⑥ クーポンコードをご入力下さい 

12月 29日 0時まで（28日から 29日に日付が変わる瞬間まで）のお申し込

みには、 

特別クーポンをご利用頂けます。 

 

「クーポンコード」と書かれた欄に 

 

hayawari 

 

この文字列をご入力下さい（金額が 19800 円になっているのをご確認下さ

い）。 

 

 

https://myplatform.theshop.jp/items/8970628
https://myplatform.theshop.jp/items/8970628


Q&Aにお答えします 

 

Q:現在会社員で、独立の予定などもないのですが購入したほうがよいでしょう

か？ 

 

A:コンテンツの性質上、「現在フリーランスとして仕事をしている」「会社員を

しながら副業をしている」方向けの内容が多く盛り込まれています。会社員向

けの制度や、会社勤めをしていると学ぶ時間が取れない日本の税制（特に所得

税）の内容もありますが、割合としては低めですので「税金についてしっかり

と理解して、お金に強くなりたい」、あるいは「今後ゆくゆくは副業をする、

独立する」ことがはっきりを決まっているほうが、より多くのことを学んで頂

き、多くの価値を理解して頂けると考えています。 

 

Q:確定申告について書かれた本やサイトとの違いについて教えて下さい。 

 

確定申告関係の本やサイトは、様々な方法で仕事に携わっている方向けに、対

象を広くして書かれています。そのため、どの情報が自分に必要なのか、そう

でないのかが、最初は判別しづらいです。 

 

このセミナーコンテンツでは、確定申告初心者の方向けに、フォローアップメ

ルマガで基本的なところから、操作や仕組みの解説を行っています。 

 

ご購入頂いた後でソフトの操作を行って頂くなど、実際に手を動かして頂く必

要がありますが、操作や作業を続ける中で、自然と理解が進んでいき、やがて

は確定申告も自分でできるようになり、税金関係の知識や理解も深まっていき

ます。 

 

Q:既に確定申告を何度かしたことがあり、今回の購入を迷っています。 

 

これまでの確定申告で、一年間の売上や所得をきちんを把握されているか、あ

るいは会計ソフトを問題なく操作できているかが、1つの判断基準になりま

す。 

既に、ご自身の確定申告の手順や理解に不安がないのであれば、今回のコンテ

ンツはご存じの内容が多くなるかと思いますので、必ずご購入なさる必要はご

ざいません。 



 

一方で、確定申告は一通りやってはいるけれど、どうもしっかりと理解できて

いるような気がしない、このままではいけない、という方には、今回のコンテ

ンツを「お金の仕組みを正しく理解する」第一歩としてご活用頂ければと思い

ます。 

 

動画やメールの内容についての質問にも対応させて頂くので、少しずつ理解を

増やしていくにはうってつけの内容です。 

 

Q:確定申告ソフト（会計ソフト）の操作方法を教えて頂けますか？ 

 

今回のサポート内容に、ソフトの操作方法についてゼロから解説するコンテン

ツは含まれません。ので、基本的には指定の会計ソフト（クラウド会計ソフト

の freee）を利用して頂いて、配信されるメールや、その中で紹介している操

作用の動画やサイトを参照して頂きながら、ご自身で操作をして理解して頂

く、というのが基本となるとお考え下さい。 

 

操作方法についての問い合わせをして頂くことももちろん可能ですが、回答に

お時間を頂戴する場合や、サービス提供元に問い合わせして頂くように回答を

させて頂く場合もあります。 

 

Q:freee以外の会計ソフトを使っているのですが問題ないでしょうか？ 

 

会計ソフトの全体的な仕様はどれも大きくは違わないので問題ございません。

これは、確定申告に必要な書類や様式が統一されているから、というのも一因

です。ただし、具体的な操作方法や操作上の疑問点については、ご利用頂いて

いるサービス提供元に直接問い合わせて下さい。 

 

 

お金を理解して、お金に強くなろう 

 

今回の案内は以上ですが、最後に少しだけ追加でお伝えさせて下さい。 

 

現代は、かつてないほど多様な働き方が実現できる時代になってきています。し

かし、会社員でも自営業でも、あるいは会社を経営していても、「お金をよく理



解して、お金に強い」人は、実はそんなに多くはありません。 

 

「お金と上手く付き合う」、つまり「お金を守る」ということは、収入が増える

わけではないので多くの人が軽視しがちなんですね。恐らく、案内をここまで読

まれた方も、この機会に勉強をしようかどうか、まだお悩みの方もいると思いま

す。 

 

上でも書きましたが、今回のコンテンツを通してお金を理解することは、即効性

はありませんし、「収入を増やす」「収入を上げるためのスキルを上達させる」こ

とに、直接繋がることは多くはありません（そういうことができるのは、税金の

ことが専門の税理士の方たちです）。 

 

しかし、短期的に収入に結びつかないからという理由は、勉強をしないための方

便には必ずしもなりません。 

 

今回のセミナーコンテンツを通して本当に学んで頂きたいのは、確定申告や税

金の内容もありますが、それ以上に「お金と上手く付き合う方法」や、「入手で

きる情報をどう処理して、何を考えて判断するか」という、一見「形のない力」

「目には見えない力」なのです。 

 

お金と向き合うことで、判断力や思考力を養って知的にレベルアップができる

のが、今回のコンテンツの奥底にあるメッセージです。確定申告・税金初心者の

方はもちろん、ある程度経験はあるけれどもっと知的に成長したい、という方の

ご参加もお待ちしております。 

 

お金の守り方セミナー（オンライン販売）を購入する 

 

https://myplatform.theshop.jp/items/8970628
https://myplatform.theshop.jp/items/8970628

