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『わたしらしく自由に生きる』そんな女性たちのノマドライフストーリー

INTERVIEW

国内や海外で活躍する
女性ノマドの方々に 12
の質問に答えていただ
きました。それぞれの
生活スタイルからが反
映された回答は個性的
で面白いものばかり。

STORY

ノマドガール 2 人が今
の生活スタイルを手に
入れるまでのストー
リーを掲載。まったく
違う道を歩んできた 2
人がどのようにノマド
になっていったのか。

NOMAD INFO

海外ノマドに興味があ
る人必見！ あの国はな
ぜ人気なのか？ おすす
めの国や話題の国、さ
らに女子ノマドの持ち
物も公開。内容盛りだ
くさんでお届け！
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INTRODUCTION
みなさんにとって” 自由に生きる” とはどんな生
き方ですか？

皆さんにとって「自由に生きる」とは
どんな生き方ですか？
この本に登場する女性たちは、住む場
所や会社にとらわれず、好きなとき
に、好きな場所で生活するという自由
な生き方を目指し、実現しました。
そんな生き方なんてできるわけがな
いと思うかもしれませんが、今回登
場する 16 人のノマドガールのストー
リーやインタビューを読めば、もしか
してわたしにもできるかも、と思える
ようになるかもしれません。
わたしが本を出そうと思ったのは、今
の自分はこのままでいいのかな？ 何
かしっくりこないな……とか、もっと
ワクワクするようなことがしたいと
か、とにかく何か分からないけどモヤ
モヤするー !! っていう人に、こんな
生き方、働き方もあるよって少しでも
伝えられたらいいなと思ったからで
す。

アンケートでは現役ノマドガールが
どのように生活しているのか、どうし
てこのスタイルを選んだのか、気にな
るお金事情など 12 個の質問に答えて
くれました。わたし自身も共感した
り、感動したり、勉強になったり、と
ても価値のある貴重な回答ばかりで
した。

本の後半では、Web サイト『GIRLS 
NOMAD LIFE』を運営しているわた
しとまやまやの現在に至るまでのス
トーリーをつづっています。生きてき
た道は全然違うけれど、今は２人とも
ノマド生活をしている相棒。人生って
本当に面白いです。
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ノマドの語源は英語の「nomad」、遊
牧民という意味です。
遊牧民とは、定住せず移動しながら牧
畜で生活している人々ですが、海外で
は遊牧民のように移動しながらデジ
タル機器（スマホや PC）を使ってお
金を稼ぐ人たちを「デジタルノマド」
と呼んでいます。
そして、このように時間や場所にと
らわれずに働ける人は「ノマドワー
カー」と呼ばれています。オフィスに
出勤しないので、世界中を飛び回って
旅をしながら収入を得ている人もい
れば、日本に住みながら自宅やカフェ
などで仕事している人もいて、ライフ
スタイルは人それぞれ。

10 年ほど前までは、ほんのひと握り
の優秀な人たちしかできない生活と
いわれていたようですが、インター
ネットの発達により、オンライン上の
やり取りだけで完結できる仕事が増

えたことで、最近はこのような働き方
が広がりつつあります。

では、ノマドワーカーとリモートワー
カーの違いは何でしょうか？
リモートワークは「遠く（remote）
で働く（work）」という意味で、オフィ
スに出勤しないで働いている人をリ
モートワーカーといいます。
なので、リモートワーカーという大き
なくくりの中に、ノマドワーカーが存
在しているというイメージです。

リモートワーカーの中には、会社員の
人もいればフリーランスの人もいる
し、就業時間が決まっていたり決まっ
ていなかったりと、ワークスタイルは
それぞれ。
その中でも、「時間や場所にとらわれ
ず働ける人」がノマドワーカーです。

WHAT'S A NOMAD
ノマドの語源は英語の「nomad」遊牧民という
意味です。
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PROFILE
ノマドガール 16 人のプロフィール

Akane
ノマド歴：ワーホリを含めれば 4 年以上
ノマドになる前の仕事：日本で Web デザイナーをしつつ、
副業としてフリーランスでイラストやデザインのお仕事を
していました。ワーホリ中にはカフェでバリスタのお仕事
をしていました。
今の仕事：フリーランスでイラスト、グラフィックデザイン、
Web デザインの仕事をメインに、時々写真撮影や執筆もし
ながら生計を立てています。

Profile
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現在まで合計 5 年以上、海外のさまざまな土地で生活して
きました。20 代半ばに実行したイギリス・ロンドンでの語
学＋デザイン留学で、それまでの価値観をひっくり返され、
それ以降も好奇心が収まらず、世界を体験する旅を続けて
います。オーストラリア、ニュージーランド、カナダではワー
ホリビザを使って長期滞在し、仕事に旅にと現地生活を満
喫しました。
http://wandering-bee.com/

大浦春堂
ノマド歴：5 年くらい
ノマドになる前の仕事：オフィスワーカーでした。辞める
前はマーケティング系の企業でマネージャーをしていて、
企業プロモーションの企画立案をしていました。 ボラン
ティアで地元の仲間と地域ブランディングのための活動も。
今の仕事：主に著述業です。

無理が効く 20 代は会社で寝起きしながら、雑誌の編集や
Web ディレクター、プロデューサーの仕事をしていました。
忙しくても毎日成長することが楽しくて、夢中で働いてい
ました。30 代になってからは「ワークライフバランスを重
視して働きたいな」と思い、完全土日休みの会社に転職。
有休を取りやすい環境だったので、休みを消化しつつ土日
を利用して月に１〜２回は旅行に出かけていました。とこ
ろが PM や組織マネジメントを任されて、次第に繁忙期は
終電やタクシー帰宅の生活に。営業と違って業務はデスク
ワークが中心です。たまに取材先や取引先への往訪がある
けれど、ビルの中に朝から晩まで閉じこもっていることで

http://wandering-bee.com/
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季節の移り変わりすら SNS の中の世界になっていました。
40 代、50 代になった自分を通勤電車の中で考えるけれど、
どうしても将来が思い描けなくて、自分のペースで働ける
フリーランスに転身しました。
今は月の半分を日本全国やアジアを旅して、残りの半分を
自身の著作活動や編集のお手伝いをしています。とりわけ
頻繁に行く中国では現地でもっとコミュニケーションを取
りたくて、北京語のレッスンを始めました。
http://shitoyaka.net/

恋する旅ライターかおり／小林 香織
ノマド歴：2 年
ノマドになる前の仕事：会社員（主にエンタメ系）
今の仕事：フリーライター（ジャンルは働き方／旅／ライ
フスタイル／スポーツなど）

1981 年、埼玉県生まれ。
エンタメ中心の 15 年間の会社員生活を経て、2016 年フリー
ランスライターに転身。現在は東京を拠点に、気が向いた
タイミングで旅をしながら、地球上にあふれている心とき
めくストーリーをつづるという「旅と仕事を両立するライ
フスタイル」を送っています。得意分野は「人物ストーリー
／働き方／旅」。興味範囲が広いので、スポーツ、レジャー、
ビジネスノウハウ、恋愛、美容などの分野も経験値あり。
執筆は主にWeb媒体にて。24時間ずっとワクワクする人生、
願った通りのライフスタイルを選び取れる人を 1 人でも多
く増やすことがミッション。わたし自身も、「好き」や「ワ
クワクする気持ち」を一番大切にしています。

http://shitoyaka.net/
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こんちゃん
ノマド歴：8 ヵ月
ノマドになる前の仕事：ファッション PR
今の仕事：ファッション PR

チェンマイを訪れて、ここで暮らしたいと感じて住むこと
を決めました。2018 年 1 月から念願のチェンマイ生活がス
タートします。チェンマイで、タイ人に向けて日本語や日
本文化を発信する活動をしていきます。

中馬さりの
ノマド歴：6 ヵ月
ノマドになる前の仕事：ライター業とアパレルメーカーの
パラレルキャリア
今の仕事：フリーライター

小さいころから夢見ていたフリーライターになったあと、
自分の理想とする生き方をより具体的に考えるようになり
ました。今はあえて拠点を決めず、日本を巡りながら旅暮
らしをするライターとして活動しています。
ライターになってから何度も言ってもらえた「場所にとら
われずに働けていいね」という言葉を、心の底から肯定で
きるのがうれしい毎日です。これからも地方で出会った人
たちや魅力的な場所、離れることで気づけた地元・東京の
魅力を発信していきます！
http://chuman.info/

http://love-trip-kaori.com/

http://chuman.info/
http://love-trip-kaori.com/
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nico*
ノマド歴：約 5 ヵ月
ノマドになる前の仕事：会社員（営業兼 Web 担当）
今の仕事：Web などの制作ディレクション

1986 年生まれ。2017 年 8 月よりフリーランスの Web ディ
レクターになりました。海外や国内を旅しながら暮らすノ
マド生活と、1 日 2 時間労働という新しい働き方を実践中
です。
http://nomad-remote.com

ふくしま
ノマド歴：いろんな場所を転々とするようになったのは世
界一周を始めたときからなので、もうすぐ 3 年になります。
ノマドになる前の仕事：以前は急性期病院の病棟ナースを
していました。病棟は腫瘍内科・循環器内科です。当時は、
職場環境にあまり不満もなく、毎日を淡々と過ごしていま
した。でも、毎日当たり前のように残業をして、睡眠不足
で夜勤をして、ボロボロになって家に帰るのは普通じゃな
かった、と今になって思います（笑）。
今の仕事：今は期間限定の派遣看護師として働きながら、
サイト作成をしています。8 年目ぐらいの看護師です。い
ろんな場所で派遣看護師をしながら、Web サイトを作って
います。
ノマドというライフスタイルに興味を持ったのは、世界一
周をしたときでした。自分の好きなときに、住みたいとこ
ろに住めたらいいのになぁ、と思ったのがきっかけです。
世界一周中に、派遣で働きながら旅行をしてる看護師さん

http://nomad-remote.com
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と出会い、今の働き方を知りました。看護師でノマドって
何か素敵。とりあえず実践してみよう！ ということで、ま
ずは憧れだった石垣島に住み始めました。
世界一周に行くときも、石垣島で暮らす前も、慣れた環境
を変えるのは最初はすごく不安でした。変わることが怖かっ
たのか、行く前は「このままでもいいやん、別に変えんで
もいいやん」って思うこともありました（笑）。でも、思い切っ
て行動に移してみて本当に良かったと思っています。現在
は石垣島に滞在していて、看護師の仕事をしながらサイト
を作っています。海外で暮らす夢もあるので、Web サイト
で収益を得られるようにがんばっています。
http://nomadonurse.com/

まあ
ノマド歴：2 年 2 ヵ月
ノマドになる前の仕事：現在と同じ特許事務所に通勤して
いました。
今の仕事：リモートワークで特許翻訳

リモートワークで特許翻訳の仕事をしています。勤め先の
特許事務所に 1 年間通勤したあと、在宅勤務の形態に変更
してもらい、それから 2 年ほどノマドをしています。今の
事務所に勤める前は中小企業で働いていましたが、どうし
ても旅ができる仕事がしたくて、ずっとそのための方法を
調べたり考えていました。自分の持っている知識ですぐに
できそう＆安定した収入も得られそうな特許翻訳という仕
事の存在を知ってその後 1 年くらい特許翻訳について調べ
たり勉強して今の特許事務所に就職することができました。

http://nomadonurse.com/
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Maya
ノマド歴：1 年
ノマドになる前の仕事：制作会社で Web デザイナー
今の仕事：フリーランスで Web やグラフィックのデザイン、
メディア運営など

学生時代からの旅好きが収まらず、会社員を辞めてフリー
ランスに転身。現在は旅する Web デザイナーとして、タイ
のチェンマイを拠点に世界をプラプラ旅しながら、デザイ
ンの仕事をしたり、メディアの運営をしています。
http://blog.chibimaya.design/

まゆまゆ
ノマド歴：海外移住も「ノマド」に含んでいい場合、2010
年から
ノマドになる前の仕事：大学生
今の仕事：Web サイト制作

大学時代、就職活動や失恋で心を病んでしまい、どこか遠
くで暮らしてみたくなってカンボジアの日系フリーペー
パーに応募して移住したのが始まりです。現地で暮らす
うちに、Web の力でカンボジアの魅力を発信したいと思
い始め、自己流で学びました。その後、拠点を日本に移
し、現在はフリーランスの Web 制作者として働きながら 
WordPress というソフトを日本や海外で広める活動をして
います。
blog.mayuko.me

http://blog.chibimaya.design/
http://blog.mayuko.me
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モリキアユミ（あゆちき）
ノマド歴：約 2 ヵ月
ノマドになる前の仕事：アパレル販売員
今の仕事：ライター。近々デザインも始めたいと思ってい
ます！

現在、フリーランスのライターをしています。きっかけは、
大学卒業前に就職を蹴って、世界一周をしたことです。卒
業後 1 年間お金をためて、2016 年 /5 月 ~2017 年 /4 月ま
でバックパッカーで 24 カ国を回っていました。でも途中
で貯金を使い果たしてしまい、大ピンチに……。パソコン
でできる仕事を探して、ライターにたどり着きました。そ
して帰国後、そのままライターを日本で続けました。帰国
から半年後、セブ留学へ行ったことがきっかけで「日本に
は住めない」と気づき、現在アジアを中心に働きながら旅
をしています！
https://twitter.com/ayuchiki_2

山本裕子
ノマド歴：2 年 2 ヵ月
ノマドになる前の仕事：営業職を 8 年ほど
今の仕事：Web サイトの企画・運営（主にアフィリエイト
サイトの作成）

2014 年 11 月に、PC 1 台で世界を自由に飛び回りながら仕
事をしている人に出会ったことがきっかけで、ノマドとい
う働き方を知りました。
それまでは、１人で生きていく力をつけたいけど何をした

https://twitter.com/ayuchiki_2
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らいいのか分からない、PC なんてエクセルやワードもまと
もに使えない状態でした。
そんな中、好きなときに好きな場所に行くことができると
いうライフスタイルを自分も実現してみたいと思い、その
旅をしながら仕事をしていた人が運営していた、Web サイ
トで収益を上げるためのオンラインサロンに入って学びま
した。自分が理想とする " 自由なライフスタイル " をかな
えたいと思い、1 年間で 37 個の Web サイトを作り、その
中の 2 〜 3 個のサイトが収益を上げるようになり、2015 年
9 月に会社を辞めて独立をしました。
会社を辞めてすぐにタイに出国をして、チェンマイ→プー
ケット→バンコク→台湾と移動しながらノマド生活をして
みました。それからは、気の赴くままに旅をしながら仕事
をしています。
http://nomad-go.jp/

YUINA
ノマド歴：2 年
ノマドになる前の仕事：フェリーの客室乗務員、郵便局員、
クレープ屋のバイト etc.
今の仕事：民泊運営、旅行ガイド記事の執筆

地元青森でフェリーの客室乗務員をしているときに、フィ
ジー島へ行ったことがきっかけで、「自由に世界を旅した
い！」といても立ってもいられなくなり、勢いで仕事を辞
めて上京。旅をし続けるには、時間とお金がバランス良く
手に入る手段が必要だと気づき、人脈を作りながら４年間
で 20 ほどの仕事に没頭してきました。今ではそのご縁で、

http://nomad-go.jp/
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民泊運営やガイド記事作成などのお仕事をいただき、どこ
にいても仕事ができるライフスタイルを確立しています。
また教育にも興味があり、夢である海外移住のため、リサー
チも兼ねて現在無期限で世界一周中です！
https://note.com/yuinaendoh

YUKO
ノマド歴：2 年くらいですが、今は日本を拠点に海外へ定
期的に旅行するスタイルなので、ノマド生活ではないかも。
2018 年 3 月からは日本の家を解約して、世界の海へ出る予
定です！
ノマドになる前の仕事：ネイリストや飲食店のアルバイト
もしていました。
今の仕事：ブログを書いたり、サイトを作ったりしています。

以前はネイリストをしていました。手に職があることで、
自分が一生働き続けないと収入が得られないということに
急に不安を感じました。研修旅行でハワイに行き、海外に
興味を持ったことで、もっといろんな世界を見てみたい！ 
と思い旅をしながら生活するスタイルにシフトしていきま
した！ 現在は女子旅におすすめの観光スポットを紹介する
ブログを書いています！ 海が好きなので、今後は暖かい国
を中心に回っていく予定です！
http://travelbeautylife.com

https://note.com/yuinaendoh
http://travelbeautylife.com
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Yuri
ノマド歴：1 年弱くらいです。
ノマドになる前の仕事：Web 系の会社に勤めていました。
海外資本の会社で、本社とオフショアチームのブリッジや
他国の行政に関わるお仕事をしていました。
今の仕事：主にデザイン制作と講師、デザイン系のライティ
ング活動をしています。

デザイン制作では問題解決をお手伝いできるようなものを
心がけています。実装まで受けることもありますし、どち
らかのみのこともあります。
講師では自分が独学で困ったことを生かしながら、知識を
分けるような意識で生徒さんと向き合っています。自分が
独学のときにすごくいろいろと迷ってストレスになってし
まっていたのですが……生徒さんが同じように迷わないよ
うにすることと、もし迷ってしまっても挫折しないように
バックアップする気持ちでサポートしています。
デザイン系のライティングは UX や海外に関するものが多
いです。翻訳もあれば、自筆のものもあります。現在は外
部メディアのお手伝いをしています。デザインの学校を卒
業後、Web の知識をつけて別の職種から転職しました。前
職がケーキ屋さんや、美容関係の仕事に関わっていたこと
もあって、女性らしいデザインが得意です。Web のお仕
事では、東京や大阪、京都、フィリピンで働きました。現
在は京都のシェアハウスに住んで、国際的な利用を目的と
したゲストハウスの立ち上げや TEDx のデザインなどに関
わっています。いろいろな国に行って、いろいろな物を見
たいので、来年からは留学に行きます。ノマド仲間がほし
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いので、お気軽に声をかけてくださると大変喜びます。
https://lilium-u.github.io/

たいら
ノマド歴：2 年
ノマドになる前の仕事：美容師
今の仕事：デザイナー・ガイドブックの出版

前職は美容師をしていましたが、はじめてチェンマイに行っ
たとき、フリーランスで仕事をして、ノマド生活をしてい
る人たちに出会い、その生活スタイルにとても影響を受け
ました。わたしもこんな生活をしてみたい！ と一大決心を
してデザインの勉強を始めました。まったく違う世界に飛
び込むのはとても勇気が必要でしたが、今は勇気を出して
良かったと思っています。今後はいろいろな国を回ってホー
ムプレイスを見つけたいです。
tabinoshiori.net

https://lilium-u.github.io/
http://tabinoshiori.net
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Q&A
気になる 12 の質問

07. ノマド生活を始める前の貯金
08. 現在の年収
09. スキルの身につけ方
10. 自分を売り込む方法
11. ノマド生活に便利なグッズ
12. これからノマド生活を目指す人へ

01. ノマドライフの魅力とは
02. 大変なこと & その解決方法
03. 住みやすい国 & 住みにくい国
04. 長期 or 短期？  滞在スタイル
05. 2017 年〜 2018 年の移動履歴
06. 1 ヵ月の生活費

Question and answer
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01.
ノマドライフの魅力とは

Akane
デザイナー
いろいろな土地で生活する経験ができること。仕事の内容、相手、場
所を選べ、自分で生活をコントロールしやすいこと。基本縛られるの
が嫌な自分にはフリーランス＋ノマドはきっと天職 ......。

大浦春堂
著述業
１ヵ月、１週間、24 時間の予定を自分で好きなようにオン / オフを
決めて組むことができること。わたしの場合、これに尽きると思いま
す。１ヵ月のうち半分は事務所で作業していますが、それでも土日祝
は完全オフ。取引先にもそう宣言してあるので、土日に仕事の連絡が
入ることはありません。また、入稿前や徹夜などハードワークが続い
たあとは、思い切って 1 週間は何もしないと決めて過ごすなど、自
分で無理をしない働き方が組めるのがいいです。また、海外旅行中も
日中は観光して過ごして、タクシーや電車などの移動中にメールを
チェック。緊急性がないものは夜、ホテルに戻ってからメールの返信
をします。編集のお仕事はレギュラー案件も多く、旅行中でもライ
ターから上がってきた原稿は確認しなければなりません。夜に原稿や
画像を開いて手直ししたり、チェックバックしたり。自身の原稿の締
め切りがある場合も、クラウドサーバーにアップしていた資料をダウ
ンロードして夜に原稿を書き上げます。どうしても外せない打ち合わ
せが入っているときには Skype でつないでもらって参加することも。
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恋する旅ライターかおり／小林 香織
フリーライター
・旅先で観光などとセットにしながら、一緒に仕事もできるところ
・飛行機の上やちょっとした待ち時間など、時間を持て余しがちなと
きにも仕事ができるところ
・ダルくて動きたくないときに、家で仕事ができるところ

こんちゃん　
ファッション PR
･ いろんな環境に身を置ける
･ 人との出会いが増える
･ 自由に仕事ができる

中馬さりの　
フリーライター
自分 1 人の時間をより大切にできることです。好きな時間に好きな
場所を選ぶなど自分を何より優先できるようになります。ゲストハウ
ス暮らしや地方の方と関わる時間などが多くなるのも、1 人の時間を
大切にしようという思いにつながりました。

nico*　
制作ディレクション
好きなときに、好きな場所で、暮らすように滞在できるところ

ふくしま　
派遣看護師
1 つ目は、「いろいろな価値観を知れて視野が広がること」。２つ目は、

「自分の選択肢が広がること」です。
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いろんな場所に住むと、普通に暮らしていたら出会えなかった人たち
と出会えます。自分と違う文化・生活・価値観を知れたとき、ノマド
してて良かったなーって思います。
もう１つは、寒いときには暖かいところに住んだり、海のそばに住ん
だり、自分の「好き」を選んで生活できるのが魅力だと思います。

まあ　
特許翻訳
やっぱり旅ができること！ だいたい 1 ヵ月以上は旅先に滞在するの
で、その場所についてより理解できて、現地の人と知り合う機会も持
てるのが魅力だと思います。基本的に数ヵ月ごとに移動するので、自
然と余計なものを持たなくなり、お金を無駄にすることが減ったこと
も結果的に良かったです。

Maya　
デザイナー
毎日が新しい発見や出会いにあふれていて、旅が日常になること。旅
先での国内旅行をしたり、近隣国にも気軽に遊びに行けます。

まゆまゆ　
Web サイト制作
Web の仕事は人の役に立つので気に入っていますが、実際の作業は
1 人きりでパソコンに向かう毎日で、地味で孤独です。移動しながら
働くと、国籍もバックグラウンドもまったく違うのに、働くスタイル
が同じというだけでものすごく仲良くなれるので、刺激になっていま
す。
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モリキアユミ（あゆちき）　
ライター
苦手なことを避けられることです。寒さが苦手なので、冬に日本にい
なくてもいいのはうれしいです！

山本裕子　
Web サイトの企画・運営
自分が好きな場所で、どれだけでも仕事に没頭していられることで
す。わたし自身今やっている Web サイトを作る仕事が大好きなので
すが、大好きな街（たとえばチェンマイ）の大好きなカフェで仕事を
していると、ただただ幸せな気持ちに浸れるのが、わたしにとってノ
マドの最大の魅力です。

YUINA　
民泊運営、旅行ガイド記事の執筆
人・収入・時間・場所を「must」ではなく「want」で選べることです。

YUKO　
ブログ・サイト制作
やっぱり自分の行きたいところへ好きなときに行けることが一番で
す！

Yuri　
デザイン制作・講師・ライティング

「新しい空気をたくさん吸って、いつも笑顔でいられること」かもし
れません。
会社勤めも好きですが、何かと不自由さはあると思うんですよね。そ
ういった息苦しさから開放されたことも大きいですね。
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COMMENT
やっぱり、何でも自分で選べるのが大きな魅力なんですね！
毎日同じ場所で仕事していると、行き詰まったりして少し外で散歩したり、
場所を変えてお茶を飲んだりすることってありませんか？ そんな気分転
換と同じように、日々新しいものに触れて刺激をもらっている感じかなぁ
と思いました。働く場所や働く相手を自分で決めてストレスなく過ごせる
のも大きなポイントですね。

ただでさえ、女性ってセクハラやパワハラを受けやすいじゃないです
か？
大人しく見えたり、言い返さない相手のような、抵抗しない相手には
強く当たりがちな社会なので……そういう世界からは「いち抜けた！」
という感じです。

以前より、人と人とのつながりが大切に思えるようになりました。旅
先で出会う人との関わりも尊いですし、１つの場所やコミュニティに
縛られないで活動することができるので、視野も広がります。常に新
しさに満ちていて飽きることがないです。のびのびと楽しく生きてい
られます。

たいら　
デザイナー・ガイドブックの出版
やっぱり、好きな場所で生活できることですね。今まで、あまり海外
に行った経験がなかったので、収入を得ながら国を移動でき、異国文
化に触れることができるのは魅力だと思います。
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Akane　
デザイナー
基本 1 カ所には短期滞在になるので、人間関係、生活基盤においてしっ
かりとした根を下ろしづらいこと。ワーホリは 1 年滞在できるので、
この限りではないですが、土地にも愛着が湧いてきて、足がついてき
たかな〜というころに出国や移動というケースが多かったです。

大浦春堂　
著述業
仕事上で行き詰まったり、自分の進めている作業に迷いが生じたとき
に相談できる上司がいないこと。すべてが自己解決になるので、不安
になることもゼロではありません。
最近では、同じく著述業をしているお友達が増えたので、お茶会やラ
ンチ会をして情報交換をすることも。しっかりと自分を持って活動を
している人と会うと、ふわふわしていた目標にびしっと形が見えてき
たり「こんな努力をしているのか」と勉強になることもいっぱいです。

恋する旅ライターかおり／小林 香織　
フリーライター
・安定した速度の Wi-Fi や電源がある場所を確保すること（日本はそ
もそも Wi-Fi や電源がある場所が少ない上に、都内はすごく混んで
いて席を確保するのが難しい。海外は国の状況によるが、大抵 Wi-Fi
が弱い）

02.
大変なこと&その解決方法
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→条件がそろう場所の情報をたくさん持っておく（渋谷なら〇〇、新
宿なら〇〇みたいに。海外に行く場合も事前調査をなるべくする）。
長期の旅に出ない時期はコワーキングスペースを借りる。
・とにかく誘惑が多く、自分を律するのが困難なこと。
→旅先ではとにかく好奇心旺盛になり、1 つでも多くの場所に行きた
いと思うものの、そればかりでは仕事が進まないので、絶対に行きた
い場所をピックアップして、それ以外はあきらめることも必要。
集中できる場所を見つけて、なるべく短時間で効率的に仕事を終わら
せて遊べる時間を作る。

こんちゃん　
ファッション PR
･ スケジュール管理
現地で友達ができて、遊んだりしながらも、仕事の納期など意識して
しっかりスケジュールを管理するようにしています。
･ 時差
日本のクライアントさんとやりとりするため、時差がある国にいても、
日本時間で体を動かしています。その国の時間は無視しています！
･ 身近な友人や家族と会える頻度が減る
LINE やインスタがあるので、コミュニケーションの方法を変えまし
た。離れてても大切なのは変わらないので、気軽に連絡したり、画像
を送ったりしています。

中馬さりの　
フリーライター
体調管理です。温度に限らず、湿気や気圧、食べ物や飲み物など
……。場所を移動するというのは、自分を取り巻く環境が変わること
です。その中で体調管理は特に大切で、難しい部分だなと実感しまし
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た。洋服の選び方や、睡眠時間の確保を重視することで対策していま
す。

nico*　
制作ディレクション
仕事との両立。まだ顔を合わせて話すということが必要な場合がある
ので、完全に日本を離れるのは難しいところ。徐々に Web 会議など
を増やして手を離していきたいです。とはいえ顔を合わせるのも大事
にしたいので、バランスを取りたいです。あと、仕事時間を少なくし
ないと、移動生活はつらいかも。

ふくしま　
派遣看護師
自由が増える分、自分を律することが難しいです。「また明日にしよ
う」と先延ばししてしまったり、ダラダラしてしまうときがあります。
必要な作業は習慣になるように、作業する時間を毎日決めるようにし
ています。

まあ　
特許翻訳
会社員時代と違って、仕事をすればするほど収入に直結するので、仕
事を入れすぎてしまうこともあります。特に海外にいるときは、自由
時間を確保して旅を楽しむ余裕が持てるように、必要以上に収入を求
めず、バランス良く仕事を受けることを意識しています。
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Maya　
デザイナー
旅と仕事の両立が意外と難しい。仕事を詰めすぎると、せっかく行き
たいところがあっても納期で忙しくて行けないことも。なのでスケ
ジュール管理に気をつけています。あと移動が多いのも疲れるので、
なるべく一都市に 2 週間以上のゆったり滞在型にしています。

まゆまゆ　
Web サイト制作
移動の都合で 1 週間程度しか滞在できない都市だと、せっかくコワー
キングスペースなどに行っても、仲良くなる前に移動になってしまい
ます。1 カ所に最低 1 ヵ月は滞在できるのが理想です。

モリキアユミ（あゆちき）　
ライター
なかなか他の旅人と遊びに行けないことと、仕事のペースがつかみに
くいことです。ゲストハウスに泊まるので、 「遊ぼう」と誘ってもらっ
ても行けなかったり、自分がサボればそのツケが後日回ってくるので、
難しいです……。なので、1 日の中で絶対に作業する時間を決めてい
ます。

山本裕子　
Web サイトの企画・運営
わたしは基本的に１人で行動するのが好きなので、ふらっと海外に出
かけることが多いのですが、ものすごく人見知りなので現地で友達が
できることもなく、たまに「しゃ、しゃべりたい……」となることが
あります。
同じような仕事をしている仲間と、年に何回か海外で合流することも
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ありますが、ノマドとして働いている人ともっと気軽に海外で合流で
きるようになれたらいいなと思っています。
そのために、ブログで発信をしたり、自分の作るメディアを通してノ
マド仲間とつながるきっかけを作っていけたらいいなと思っていま
す。

YUINA　
民泊運営、旅行ガイド記事の執筆
スケジュール管理です。最初はあちこちにメモしたり、頭で覚えた
つもりが忘れてしまったり、日本時間をチェックする癖もついてな
かったので苦戦しました。海外にいるときは、日本時間に合わせて
仕事をするために、リマインダーやアプリの連携・共有機能を使っ
て TODO を管理しています。あるとき、海外で１日中ホテルにこもっ
て仕事をしたり、せっかく目の前にビーチがあるのに仕事漬けで旅を
楽しめていない日もあったので、物事に優先順位をつけて、急ぎでは
ないオフラインでできる仕事はフライト中にするようにしています。
わたしの場合は、自由に旅をすることを軸にしたノマドライフなの
で、仕事と旅のバランスを取ることを常に心がけています。

YUKO　
ブログ・サイト制作
仕事のペースはすべて自分の自由だからこそ、スピードが遅くなった
りもしがちなので、毎日スケジュールをしっかり組むようにしていま
す。

Yuri　
デザイン制作・講師・ライティング
自由すぎて自己管理が大変。のびのびしすぎることもあるけど、逆も
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あって……。仕事と生活の境界線が曖昧なので、自己管理はしっかり
しないとダメだなぁと反省です。仕事をお受けしすぎて倒れちゃった
ので、それからはワーク・ライフ・バランスを考えてます。
いつどこに行きたいかで「やりたいこと」を行動スケジュールとして
先に決めて、プライベートと仕事のバランスを考えています。仕事の
スケジュールはタスクごとに管理をして、作業の見積もりに対して 2
割増しくらいのスケジュールで計算して、今月は働きすぎたから来月
は少し減らそうとか。あとは、ベタに作業の捗るカフェをいくつか確
保するとかでしょうか。

たいら　
デザイナー・ガイドブックの出版
友達作りです。人見知りなので国を移動したときに友達ができにくい。
たまに孤独を感じてしまうので、フェイスブックの交流会イベントな
どになるべく参加するようにしたり、普段から人と目を合わせてニコ
ニコするように心がけています。そうすると、意外と向こうから声を
かけてくれるので楽です。たまに怪しい人もいるので、注意が必要で
すが……。

COMMENT
圧倒的にスケジュール管理の難しさが目立ちますね。やはり「自分で決め
られる」という自由度に対し、デメリットも存在するということです。フ
リーランスの場合、たくさん働くこともできるし、働かないこともできま
すが、それに伴って収入が変わってきます。だらけないように自分を律す
ることと、働きすぎないようにバランスを取るのが難しいところなのです。



INTERVIEW

www.girls-nomadlife.com 28

Akane　
デザイナー
経験上、土地の気候が自分に合うか・合わないかは大きいです。日々
のムードや仕事へのモチベーションに影響します。

大浦春堂　
著述業
アジアやオセアニア地域を旅することが多いのですが、都市圏であ
ればネット環境も整っているので不便を感じることはありません。
ただ、国の検閲がある中国では普段使う Google が一切使えません。
2017 年には Yahoo! もダメになってしまいました。そのため滞在中
は VPN で接続するのですが「前回は使えたのに今回はつながらな
い！」ということもしばしば。
できることなら、短期留学しつつ仕事をして中国語を上達させたいの
ですが、仕事を止められないので実現できそうにありません。食事も
安く、見どころも多いので、とても残念です。

恋する旅ライターかおり／小林 香織　
フリーライター
＜住みやすい国＞
・タイ（チェンマイ）
Wi-Fi や電源があるカフェがとにかく多い。しかも、フォトジェニッ
ク。ごはんが安くておいしい。人がやさしい。日本人が比較的多い。

03.
住みやすい国 & 住みにくい国
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英語もまぁまぁ通じる。
＜住みにくい国＞
・フィリピン
空気が汚い。Wi-Fi が弱い。治安が良くない。食事があまりおいしく
ない上に不健康（野菜不足になりがち）。
ただし、物価が安くて人はフレンドリーなので、短期間の滞在ならア
リ。

こんちゃん　
ファッション PR
◎住みやすい
タイ ･ 台湾↓
Wi-Fi 環境が充実している・物価が安い・女性が泊まりやすい宿が多
い・治安が良い・人が親切・日本食がある・日本との時差があまりな
い

中馬さりの　
フリーライター
カフェなどはなくても大丈夫ですが、気候は自分の体に合っていない
とつらいなと実感しました。

nico*　
制作ディレクション
まだ渡航回数が多くなく、どの国も良いところがあるので何ともいえ
ないですが、フィリピンなど治安の悪い国や食べ物の合わない国は長
期滞在がつらいかもしれません。
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ふくしま　
派遣看護師
治安・物価・Wi-Fi・カフェの多さ・気候を考えると、やっぱりタイ
のチェンマイは住みやすいなと思います。
他に、世界一周中に気になった場所は、エジプトのダハブと、グアテ
マラのサン・ペドロ・ラ・ラグーナです。エジプトのダハブは、海の
きれいなリゾート地です。ダハブの良いところは、物価の安さと、海
のきれいさと、気候の良さです。ほとんど雨が降りません。日本人宿
があるので、困ったときは誰かに相談できるし、おいしい日本食屋さ
んもあります。問題は、ノマドに致命的な Wi-Fi の遅さです。ダハブ
でノマドをするなら、SIM を購入した方が良さそうです。グアテマ
ラのサン・ペドロ・ラ・ラグーナは、世界一美しい湖があるといわれ
ているところです。特にこれといって観光する場所はないのですが、
ゆっくり穏やかな時間が流れている不思議なところです。世界一周
中、２泊しかできなかったので、またゆっくり訪れたい場所の１つで
す。
住みにくいと思った国は、キューバとケニアのナイロビですかね
……。キューバはそもそも Wi-Fi がないです。Wi-Fi が使えるのが、
ハバナの公園の一角だけです。キューバはすごく良いところですが、
ノマドをするには厳しいです。ナイロビは、Wi-Fi とかノマドとか言っ
てる場合じゃなく、自分の身を守ることで必死でした。おしゃれなカ
フェもないです。でも、そもそもケニアでノマドしようって人はいな
いか（笑）。

まあ　
特許翻訳
タイと台湾は物価が安くて、ごはんもすっごくおいしいので住みやす
かったですが、個人的には大気汚染が気になって、長期でいるには厳
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しいかなと感じました。アメリカでは彼の家（ユタ州）にお邪魔した
のですが、車が必要だったりしてやっぱり生活するのにお金がかかり
そうなので、一人でノマドする場所ではないかなという印象でしたが。
他の都市ならノマドできそうな場所もあると思います。

Maya　
デザイナー
タイのチェンマイは Wi-Fi 環境が整っているカフェやコワーキングス
ペースが充実していて、とても仕事がしやすいです。物価が安く、治
安もいいので住むにもおすすめの街！ どの国もだいたい都会は大丈
夫ですが、田舎に行くとまだ Wi-Fi 環境がなくて仕事がしづらいこと
も。旅行だけならいいんですけどね。

まゆまゆ　
Web サイト制作
カンボジアのシェムリアップは久しぶりに行っても、やっぱり住みや
すいです。小さな町で、さまざまな活動をしている外国人在住者が多
くいて、みんな顔見知りなので、1 人で仕事をしていても余暇が充実
していて、寂しくありません。
住みにくい国は特にありません。

モリキアユミ（あゆちき）　
ライター
住みやすいのはタイです。コワーキングスペースやカフェが多いこと
と、日本製の生活用品が普通に購入できて、快適です。住みにくいの
は中南米かなと思います。旅でしか訪れたことがないですが、やっぱ
り治安の悪さと Wi-Fi 速度が遅いことがネックです……。
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山本裕子　
Web サイトの企画・運営
ノマドとして住みやすい国は、圧倒的にタイのチェンマイです。理由
としては、ノマドに必要な Wi-Fi & 電源が整ったカフェが多いからで
す。そして、どのカフェもとってもおしゃれでかわいい !!
そのため、実際にチェンマイのカフェでは、ノマドとして働いている
人が世界各地から集まっていて、「カフェで仕事をするのが当たり前」
という空気があるのも、ノマドとして過ごしやすい要因の１つになっ
ている気がします。逆にノマドとして住みにくい国は、個人的な感覚
にはなるのですが香港です。Wi-Fi や電源があるカフェはあるものの、
街の雰囲気がせわしいことやカフェのスペースが狭いので、どうして
もゆったりと仕事ができる雰囲気を感じることができませんでした。
個人的に、開放感のあるカフェが好きなので、香港のギュッと詰まっ
たカフェよりも、チェンマイにあるような開放的な雰囲気のカフェが
好きだからかもしれません。

YUINA　
民泊運営、旅行ガイド記事の執筆
ベトナムやタイは、生活費が安い上に電源のあるおしゃれなカフェも
かなり増えてきているので、住みやすいです。意外と欧米人のノマ
ドも多く在住しているので、最先端の情報も取りやすいですね。何
かあっても、すぐ日本に帰れる近さなのも利点です。インフラが整っ
ていない国、またカフェ内での窃盗も多く、パソコンを持ち歩いてる
日本人というだけで狙われる可能性大なヨーロッパもストレスにな
ります。また、中国では SNS や Google がまったくつながらず、作
業がストップしてしまうので、日本人のノマドワーカーには向かない
と思います。
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YUKO　
ブログ・サイト制作
まだ日本に拠点があるので、実際には海外には住んでいません。でも
タイは旅行で行ってハマって、物価も安いし、食べ物もおいしいし、
海もあるし、わたしにとっては住みやすそうです！

Yuri　
デザイン制作・講師・ライティング
2018 年から、本格的に海外で作業するのでたくさんの国と比較がで
きるわけではないですが、フィリピンのときはネットが遅くて困った
かも。ネットの回線に関してだと、今の家には他のノマドワーカも住
んでいますが、ネットの速さでは韓国がいいとよくいわれます。

たいら　
デザイナー・ガイドブックの出版
住みやすい国は断然タイのチェンマイ。トータルで１年以上滞在して
いるので慣れているという理由もありますが、どこに行っても Wi-Fi
環境が手に入るし、カフェに長居しても店員さんからの圧力を感じま
せん。わたしは免許を持っていないし、スクーターも運転したことが
ないため、バリのチャングーに滞在したときは少し不便を感じました。
どこに行くにも乗り物が必要な場所は生活しにくかったです。ただ休
暇で行くならチャングーがお気に入りです。

COMMENT
タイのチェンマイがとても人気ですね！ 必要なものが簡単に手に入るお
手軽さと、物価の安さはもちろん、おしゃれなカフェやゆったりした雰囲
気も合わさって、とても魅力的な街になっています。
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COMMENT
長期滞在のメリットは、環境になじみやすく、落ち着いて仕事ができるこ
とです。新しい環境で必要なものを準備したり、街の状況を把握するのに
は少し時間がかかります（わたしの場合）。数週間の滞在では仕事しかして
ないのに移動してしまうことになったりするので、わたしは 1 ヵ月以上は
同じ場所に留まってどんな街なのかどんな人がいるのか、何がおいしいの
かなど知る時間がほしいなと思っています。よほど合わない環境であれば、
すぐに移動することもありますが。
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04.
長期 or 短期？ 滞在スタイル
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Akane　
デザイナー
8 月まではニュージーランドで、1 年間ワーホリビザで滞在していま
した。その後日本に戻り、2 ヵ月半をノマド生活準備期間に充て、そ
して 11 月中旬からタイです。

大浦春堂　
著述業
基本的な滞在期間は 10 日〜 2 週間。12 月は 2 週間ドバイにおり、1
月は久しぶりに北京に滞在します。翌 2 月はロンドンへ。今年はま
た自著の制作が始まるので、4 月〜 12 月は海外は自粛して日本国内
を取材旅行することになります。ある程度作業が落ち着いたら、四川
省、大連、ベトナムを旅するつもりです。

恋する旅ライターかおり／小林 香織　
フリーライター
2017 年の移動履歴
2 月：福岡県柳川市（3 週間）
5 月：タイ・チェンマイ（6 日間）
10 月〜 11 月：フィリピン・セブ島（6 週間・語学留学）
11 月〜 12 月：インドネシア・バリ島（3 週間）

05.
2017年〜2018年の移動履歴
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こんちゃん　
ファッション PR
1 〜 3 月→日本　4 月（7 日間）→台湾　5 月〜 6 月→タイ　7 〜 9
月中旬→日本　9 月中旬〜 11 月頭→タイ　11 月〜 12 月→日本

中馬さりの　
フリーライター
2018 年夏までは日本を巡り、すべての都道府県に訪れる予定です。
その後はバンコク、イタリアに滞在予定です。

nico*　
制作ディレクション
８月からフリーになったので、夏はバリ島、秋にタイ、冬は台湾・香
港に行きました。国内も２度ほど旅行先での滞在生活をしました。
……なんて書きましたが、まだ期間はそれぞれ 10 日ほどで、徐々に
滞在期間を延ばしていきたいですね。来年はほとんど海外で過ごす予
定です！

ふくしま　
派遣看護師
ノマドらしからぬ回答なのですが、今年１年はずっと石垣島にいまし
た。
来年は、チェンマイ、インドに３ヵ月ほどヨガを勉強しに行きます。
その後の予定は未定ですが、また石垣島に戻って、秋ごろから南米へ
行けたらいいなあと考えています。
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まあ　
特許翻訳
2016 年 11 月〜 2017 年 1 月中旬まで台湾で過ごし、そのままタイ ･
バンコクに飛んで約 10 日間滞在し、2 月に沖縄に帰りました。しば
らく沖縄でゆっくりしたあとは、3 月後半から東京に 1 ヵ月滞在し、
また沖縄に戻りました。沖縄に 1 ヵ月ほどいたあと、5 月からまたタ
イ ･ バンコクに 5 週間ほど滞在しました。6 月にいったん沖縄に帰っ
て、7 月〜 9 月は彼氏が住んでいるアメリカに滞在しました。10 月
に沖縄に帰ってきてからは腰を落ち着けて仕事に励んでいましたが、
来年 2 月あたりに海外に行きたいなと思っています。

Maya　
デザイナー
日本で 3 ヵ月仕事をした後、チェンマイに引っ越して 6 ヵ月滞在し
ました。年末年始は日本で過ごし、またチェンマイに戻って東南アジ
アを中心に旅しながら暮らす予定です。

まゆまゆ　
Web サイト制作
基本は東京で、WordPress のイベントに合わせて移動しています。
2017 年は 2 月にバンコクへ。5 月〜 6 月はヨーロッパ（アテネ、マルタ、
リバプール、パリ）と京都。10 月〜 12 月は東南アジア（シンガポール、
ジャカルタ、マニラ、クアラルンプール、プノンペン、シェムリアップ）。
このまま 2 月の WordCamp Bangkok まで東南アジアに滞在する予定
です。
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モリキアユミ（あゆちき）　
ライター
2017 年 4 月まで世界一周中でした（2 月まで中南米、そこからヨーロッ
パ、中東、東アジアを回りました）。そのあと半年間、日本でライター
の仕事をして、11 月に 1 ヵ月間のセブ留学と 1 週間のタイ滞在。そ
して、12 月の年末から再びタイに行きました。2018 年は、東南アジ
アと日本を行き来する予定です。

山本裕子　
Web サイトの企画・運営

「この時期に◯◯に行く」というのは特に決めていなくて、いつも気
の向いたままにふらっと出かけています。
先の予定があると、急に湧き出てくる「ここ行きたい！」という気持
ちや周りから「ここ行かない？」という誘いに答えられなくなること
もあるので、決めていないことが多いです。
ただ、チェンマイが大好きなので、チェンマイの比率は多くなる気が
しています（ここ数年、毎年 2 回はチェンマイに行ってます）。

YUINA　
民泊運営、旅行ガイド記事の執筆
年明けに上海３日間とニューヨークに 10 日間、その後ニュージーラ
ンド全土とバイロン・ベイに１ヵ月、バルセロナとオランダ全土に
１ヵ月、ハワイに２ヵ月、その間日本には帰っていますが、９月か
らは東京の部屋も民泊として運営し、世界一周をしています。中国、
香港、ベトナム、ラオス、ミャンマー、タイ、シンガポールで２ヵ月。
一度日本で荷物を詰め替えて、年末年始を含めた２ヵ月間はタヒチで
過ごします。その後１年間は、南米、中南米、北米を巡る予定です。
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YUKO　
ブログ・サイト制作
日本を拠点に生活をしていて、2 月に福岡、3 月に新潟、4 月に韓国、
5 月はセブ、6 月はバハマとキューバ、7 月はタイ、8 月は新潟と福岡、
9 月はバリに 2 回、10 月は大阪と石垣島へ行ってきました。11 月 12
月は来年からの本格的なノマド生活のために旅行は休んでみっちり仕
事をしています。

Yuri　
デザイン制作・講師・ライティング
ほとんど今年は国内ですが……ISIS の直後くらいにフィリピンにい
ました。
国内は東京、横浜、大阪、京都、神戸、和歌山、大分、鹿児島、広島、
香川をウロウロしました。

たいら　
デザイナー・ガイドブックの出版
年明けから３カ月は日本にいて、その後ベトナムに３カ月、バリに１
カ月、チェンマイに５カ月、年末には日本に帰る予定です。日本のお
正月が好きなので、年末年始はなるべく帰るようにしています。その
後はまだ未定ですが、ヨーロッパに行ってみたいなと思っています。

COMMENT
やはり皆さん 1 年の移動回数が多いですね！ これも「選べる」のいいと
ころで、移動してもいいですし、しなくてもいいんですよね。気に入った
場所が見つかったらビザの期限ギリギリまで滞在するって人もいたりして

（わたし）。
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Akane　
デザイナー
チェンマイに来てまだ 1 ヵ月経っていませんが、物価が低いので月 5
〜 6 万くらいで生活できそうだなぁと見ています。

恋する旅ライターかおり／小林 香織　
フリーライター
その月によって違いますが、22 〜 30 万円程度だと思います（内訳は
控えさせてください）。

中馬さりの　
フリーライター
家賃が 3 万 5,000 円、移動が 1 万 5,000 円、食費が 2 万円、スマホ
などの必要経費が 2 万円、その他雑費で 10 万円ほどです。

nico*　
制作ディレクション
まだノマド生活にどれくらいかかるのかが見えていないのですが、お
およそ月 20 万円以内の予算で考えています。

ふくしま　
派遣看護師
月 12 〜 15 万円で生活しています。2 万 5,000 円で車をマンスリーで

06.
１ヵ月の生活費
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借りています。食費が 2 万円、光熱費が 1 万 5,000 円、奨学金や保険料、
通信費などの必要経費が 3 万円、残りは衣服や生活用品、交際費になっ
ています。

まあ　
特許翻訳
現在は 15 〜 18 万円。今は沖縄でマンスリーマンションに住んでい
るので、家賃 9 万円、食費とカフェ代 5 万円、残りは買い物、書籍代、
日用品という感じです。タイと台湾では 10 万円前後でした。アメリ
カでは家賃は払っていなかったですが、娯楽や食費で 10 万円くらい
使っていました。

Maya　
デザイナー
月 10 万円程度。家賃 4 万円（プール・ジムつき）、食費（毎日のカフェ
代込み）2 万円、必要経費（通信費や光熱費など）1 万円、旅行や娯
楽で 3 万円ほど（月 1 で飛行機に乗って国内旅行などした場合）。

まゆまゆ　
Web サイト制作
現在、カンボジアにいます。ゲストハウス代 2 〜 3 万円、コワーキ
ング代 1 万円。食費はおいしいお店がたくさんあるので 1 日 2,000
円くらい使ってます。携帯代は月 600 円、宿泊費は光熱費込み。

モリキアユミ（あゆちき）　
ライター
月 7 〜 10 万円くらいです。宿泊費に 3 万円前後、食費に 1 万円、
SIM カードに 3,000 円前後、あとはコワーキングスペースやカフェ
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代に 5,000 〜 1 万円ほどです。化粧品や服の買い替えが必要な月は、
さらにプラス 2 〜 3 万円かかります。

山本裕子　
Web サイトの企画・運営
生活の予算は特に決めていないので、行った国によって翌月のカード
の請求額が変わります。アメリカ、オーストラリアは物価が高いので、
後々カードの請求額を見て「ひいいいいいい！」ってなります。
逆にタイとかベトナムだと、実家にいるよりもなぜか安かったりもし
ます（謎）ただ旅をしてるといっても、わたしの場合は観光などはせ
ず、海外のカフェの雰囲気が大好きで、ほぼカフェで仕事をしている
ため、宿泊費、食費、カフェ代くらいしかかかりません。

YUINA　
民泊運営、旅行ガイド記事の執筆
平均して月 20 〜 35 万円ほどで生活しています。フライト代 5 〜 10
万円、滞在費 20 万円 (Workaway や WWOOF も利用するので、たま
に無料 )、食費 3 万円、Wi-Fi 代 2 万円。買い物は荷物が増えるので
ほぼしていません。

YUKO　
ブログ・サイト制作
毎月の旅費が 5 万円から 15 万円ほどで場所によってさまざまです。
あとは家賃や食費、必要経費、友達と出かけたりなどで 15 万円ほど
です。
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Yuri　
デザイン制作・講師・ライティング
交際費と本で大きく変わってしまうのですが、大体6〜8万ですかね。 
家賃 3 万 5,000 円、食費 1 万 5,000 円、通信費などの必要経費が 8,000
円くらいです。

たいら　
デザイナー・ガイドブックの出版
月５万円で生活しています。家賃が 2 万円、食費 1 万円、スマホや
光熱費などの必要経費が 1 万円、スパや買い物など娯楽が 1 万円く
らいです。

COMMENT
生活費は滞在場所や生活スタイルによってさまざまですが、とても参考に
なりますね。最初チェンマイに来て衝撃を受けたのは、わたしが東京で一
人暮らししていたときの家賃（７万円）の値段だけで、チェンマイでは 1 ヵ
月の生活費になるということです。日本の良さもチェンマイの良さもある
ので、どちらが良いという話ではないですが、チェンマイがノマドの聖地
と呼ばれる理由が分かる気がします。
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Akane　
デザイナー
イギリス留学費用をためていたころから、良いのか悪いのか節約グ
セが身に染みついてしまい……（笑）、基本が倹約・貯金生活なので
一定額の貯金ということはしていません。その分、旅などにまとまっ
たお金を使います！

大浦春堂　
著述業
給料から天引きしていた貯金もありましたが、実家から財産贈与が
あったりとタイミングが良かったことも幸いしました。

恋する旅ライターかおり／小林 香織　
フリーライター
ノマド生活のための貯金はしていません。海外に長期で行く場合は収
入が減りますが、旅しながら働くスタイルなので、国内移動であれば
同じだけ稼げます。
長期で海外に行く場合は、何かしら出費を減らす努力をするか、その
前後でいつもより多めに働くなどして調整します。

こんちゃん　
ファッション PR
特に、ノマド生活のために貯金はしていませんが、旅をするように

07.
ノマド生活を始める前の貯金
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なってからお金の管理も上手になったので、日々の予算を意識して動
いたり、自炊したり、無駄な買い物はしなくなりました。
旅に出ることを想像すると、楽しみすぎてモチベーションが上がり、
物欲などはなくなります。

中馬さりの　
フリーライター
貯金はしませんでした。代わりに場所にとらわれず働けるようにクラ
イアントさんとの調整に時間を使いました。

nico*　
制作ディレクション
15 〜 20 年働かずに暮らせる金額を約 10 年間でためました。生活費
を抑えるのはもちろんで、その金額をなるべく変えずに収入を増やし
て、貯金額を増やしていく感じでした。
器用な方でないので副業とかができなくて、収入を上げるために仕事
で結果を出して勤め先に交渉 ( ！ ) したりも。
支出はメリハリをつけて、服は買わないけど海外旅行はする、旅行先
では 1,000 円代のホテルに泊まるけど高級ディナーを食べに行く、安
ホテルばかりに泊まるけど１泊だけスイートに泊まるなど、限られた
予算で最大限楽しむスタイルです♪

ふくしま　
派遣看護師
世界一周を始めるときは 150 万円ほど貯金しました。定期預金で、
毎月決まった額を引き落としてもらうようにしていました。２年ほど
かかりました。
当時は実家暮らしだったので、ありがたいことにそんなに苦労せずに
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ためることができました。でも、服と旅行は我慢しました。

まあ　
特許翻訳
勤務形態を在宅に変更しても、仕事は安定して来るだろうと予想がで
きていたので、ノマドを始めるための貯金は特にしていませんでし
た。

Maya　
デザイナー
出発前の東京で一人暮らしをしていたときに、1 年間フリーの仕事と
アルバイトをかけ持ちして、渡航後の生活費として 100 万円ほど貯
金しました。貯金のための工夫としては、シェアハウスに住んで家賃
を抑えたり、飲み会を控えて、貯金分仕事量を増やすなど。このとき
は休みがなく大変でしたが、おかげでタイでは少しゆったりとした生
活を送れました。

まゆまゆ　
Web サイト制作
元々会社に勤めるために引っ越してきたので、貯金は特にしませんで
した。フリーになった時点でもすでに収入があったので同じです。

モリキアユミ（あゆちき）　
ライター
貯金は 0 円です。旅の終了直後でお金がなかったことと、「ギリギリ
で行動した方が本気になれる」と思って 0 円のまま始めました。実
際に、ライターになった初月は 10 万円、ノマドを始めた初月は 25
万円ほど収入が得られたため、不自由はなかったです。
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山本裕子　
Web サイトの企画・運営
ノマド生活のために貯金をするという感覚ではなく、ノマド生活を送
ることができる収益を出すために時間を費やしました。
アフィリエイトサイトを作り始めたばかりのころに、1 年かけて必ず
今のような生活（行きたいときに行きたい場所に出かけられる生活）
の基盤を作ると決めて取り組みました。
当時は会社員として働いてましたが、22 時、23 時くらいまで残業を
したり、土日も仕事に行っていました（仕事が好きだったので）。自
分がやりたいことが決まったので、残業や休日出勤を一切やめ、19
時には家に帰ってサイト作成の作業、また土日も朝起きたら PC を開
いてごはんの時間以外は作業という日を 1 年ほど続けて、旅をしな
がら生活できるくらいの収益が上がるようになりました。

YUINA　
民泊運営、旅行ガイド記事の執筆
他の仕事と平行しながらだったので、貯金はゼロです。　　
蓄えのない不安はありましたが、とにかく旅に出るために、脇から収
入が入ってくる仕組み作りに全力を注いでました。日々の生活では、
友達を家に呼んで持ち寄りパーティーをしたりすることで、友達の輪
が広がり、食費もかなり節約できました。わたしの場合、1 人で節約
生活をするのは続かないので、逆の発想で楽しめるように工夫してい
ましたね。暇な時間には、このままでいいのかと考えすぎて不安になっ
ていたので、ノマド的な働き方をしつつも、ダブルワークをして、考
える時間を与えないくらい動いてました。その結果、たくさんのご縁
があって今のわたしがあるので、振り返ると良い経験です。
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YUKO　
ブログ・サイト制作
来年のノマド生活に向けての話になっちゃいますが、貯金はそんなに
意識をせずに、月の収入を上げられるように考えて、仕事のペースを
あげています。

Yuri　
デザイン制作・講師・ライティング
わたしの場合はほとんど日本国内にいたので、そこまでまとまったお
金は必要なかったです。ただ、40 万くらいは資金があった気がします。
会社員のときに給料が良かった分は使わずにいたのでその分と、お勤
めしてるときから副業はしていたので、お金をためるというよりは

「仕事をためる」を意識して働いていました。結果、お金はあとから
ついてきた感じです。お金に余裕のない時期は下手に動かないでいた
ので、お金はなければないなりに何とかなる……という動き方をして
いましたね。

たいら　
デザイナー・ガイドブックの出版
最初にチェンマイに来る前に１年間かけて 100 万円貯金しました。
東京で一人暮らししていたのですごくきつかったですが、毎月の目標
金額を決めて、給料が入ったら決めた金額は貯金用の口座に移して
絶対に手をつけないようにしました。ぜいたくする日を１カ月に１
回と決めたり、ランチは毎日お弁当を作り、時には友人の誘いを断っ
たりもしていました。そのためにがんばる！ というモチベーション
でどうにか 100 万円ためることができました。
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COMMENT
定期収入を確保できるように準備するという方法はすごく良いなと思いま
した！ 私はお金がないと不安が大きくなるタイプなので貯金派でしたが、
同時に収入を安定させられればお金の不安は大きく減らすことができそう
ですね。収入が減って心に余裕がなくなると本当につらいので（経験済み）、
これからノマドになる人にとっては大切な準備になると思います。
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COMMENT
かなり突っ込んだ質問に答えてくだりありがとうございます !!
これ、とてもリアルな数字です。100 〜 300 万が一番多いですが、500 万
以上という方も！ 日本の平均年収くらいあれば、少しぜいたくなノマド生
活が可能ですし、日本より生活費の低い場所に滞在している方は、貯金も
できたりします。どのくらい収入があればいいのか疑問に思っている方は、
1 ヵ月の生活費や年収を参考にしてみるといいのではないでしょうか。
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08.
現在の年収
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Akane　
デザイナー
イラストや Web デザイン、IT の知識に関しては独学です。高校と専
門学校でデザインの基礎を学び、テクニックなどを磨きました。好き
こそものの上手なれ、とは真です！

大浦春堂　
著述業
新卒で入社したのが音楽情報誌の出版社で、その後も出版社に在籍し
たこともあったので、企画を立てたり取材をしたり、ライティング業
務や編集のスキルはその頃に身に着けました。

恋する旅ライターかおり／小林 香織　
フリーライター
宣伝会議が主催する「編集・ライター養成講座」に通い、ライターの
仕事についての知識と人脈を得ました。その後、とある Web メディ
アのライターコンテストで入賞してライターデビュー。それからは実
践でスキルを身につけました。

こんちゃん　
ファッション PR
ショップ店員 1 年、ファッションスタイリストアシスタント約 2 年半、
プレスアシスタント 1 年の経験の中でノウハウを学びつつ、独学で

09.
スキルの身につけ方
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勉強もしました。

中馬さりの　
フリーライター
いろいろな Web メディアへの寄稿など、仕事をこなす中で知識を身
につけました。

nico*　
制作ディレクション
高校生のころに PC の専門科ということもあって、独学でも Web 制
作スキルを身につけました。勤めた会社での配属は営業職でしたが、
得意な分野を生かして Web サイトでの営業に力を入れていき、徐々
に Web 担当としてのポジションに移行していきました。

ふくしま　
派遣看護師
派遣看護師として働くスキルは、5 年間急性期病院で培われた経験が
役に立っています。サイト作成では、パソコン 1 台で生計を立てて
いる方から学んでいます。

まあ　
特許翻訳
英語は元々得意で、大学の専攻も理系だったのですが、さらに特許翻
訳専門の翻訳学校に 3 ヵ月通い、特許独特の知識を学びました。

Maya　
デザイナー
アプリケーションの使い方やコーディングの基本は Web デザインの
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スクールで学び、大学卒業後に Web 制作会社に就職して実践的なこ
とを学びました。その後はフリーになり、独学で勉強しています。

まゆまゆ　
Web サイト制作
最初はインターネットで調べながら、カンボジアのお土産屋さんや
マッサージ屋さんのサイトを作っていました。日本で WordPress の
活動を始めてからは、勉強会で知り合った人同士での学びがとても多
いです。

モリキアユミ（あゆちき）　
ライター
とりあえず執筆を始めてみて、やりながら書籍で勉強しました。また、
熱心にフィードバックをくださるクライアントさんに出会えたため、
その方から Web ライターに必要な知識を教えていただきました。

山本裕子　
Web サイトの企画・運営

「PC 1 台で自由な働き方をかなえる」というオンラインサロンに入っ
て学びました。そのサロンで、アフィリエイトサイトをはじめ、ブロ
グや自分メディアの構築など、 Web マーケティングの知識を学んで
実践していくことで、Web で稼ぐという力を身につけました。

YUINA　
民泊運営、旅行ガイド記事の執筆
実はこれといった特別なスキルは持ち合わせていないんです。「自由
に世界を旅すること」がわたしの軸なので、すでにそのライフスタイ
ルを実現している人を探し、どんな働き方をしているかを聞いて、で
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きることをまねしました。上京したときは友達がいなかったので、人
に出会うことや、誘いを受けたものには積極的に参加していました。
将来は自分のお気に入りの場所に住み、本の出版やホームステイなど
を通してそこの魅力を発信したい！ と思っているので、民泊運営や
ガイド記事の執筆にはすぐ興味を持ちました。仕事のお手伝いをさせ
ていただいているうちに、これは自分でもできる！ と確信し、始め
ました。基本、自分の頭で思いつくことは大したことない！ と思っ
ているので、先を進んでいる人からその情報やビジネス感覚をスポン
ジのように吸収できたんだと思います。すべてはご縁があってのこと
だと思います。本当にありがたいですね。

YUKO　
ブログ・サイト制作
一番はじめは本をたくさん読んだり、ネットで調べたり、ほとんど独
学で学びました。

Yuri　
デザイン制作・講師・ライティング
色彩の学校に通いながら、並行して Web の知識を学び、基礎を習得
しました。現在のお仕事で使うスキルは、過去のお仕事の経験から得
たことを生かして行えることもあれば、知識やスキルの足りないこと
もあるので、いまだに日々勉強しつつ習得を続けています。

たいら　
デザイナー・ガイドブックの出版
前職を退職してから「Web デザイナー養成コース」という職業訓練
校に３ヵ月通いました。そこでデザインの基礎を学んだあと、EC サ
イト運営会社に就職して、現場で使えるテクニックを学びました。
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COMMENT
職場で培ったスキルを使う人、学校に通ったあと、実戦でスキルを身につ
けていく人などいろんな方法がありますね。独学でスキルを身につけたと
いう人も多い！  学校に通ったとしてもそのあとは実践や独学でスキルを
磨いてお仕事に生かしているんですね。スキルはやればやるほど伸びてい
くものなので、日々の勉強が不可欠！ 自分に合った学び方を見つけるこ
とがポイントではないでしょうか。
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Akane　
デザイナー
ブログをポートフォリオとしても運営していてます。今までの海外経
験の豊富さ、写真・イラストのスキルなどを堅苦しくない形式でオー
プンにして、わたしという個人を代弁するようなメディアにしてい
ます。それをツイッターとフェイスブックでひもづけて拡散し、SEO
で新規流入を図っています。海外での活動展開にも力を入れていて、
英語記事をアップしたり、インスタグラムでは英語ベースで写真を毎
日アップ（目標）して集客を狙っています。

大浦春堂　
著述業
どちらかというとアナログですが、人からの紹介が多いです。前に納
品した先から紹介された会社のお仕事を請け負ったり。これまでに出
した本を読んでくださった編集部の人から連絡をいただく、など。

恋する旅ライターかおり／小林 香織　
フリーライター
フリーになった当初から現在も大事にしているのは、フェイスブック
の投稿。ライター・編集関係の人脈を作り、ここで「自分ができること」

「やりたいこと」「人間性」を頻繁に投稿して、お仕事につなげていま
す。インスタグラムは旅写真を投稿して、「旅ライター」としての価
値を発信しています。

10.
自分を売り込む方法
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一番発信力がある SNS は今のところツイッターだといわれています
が、私は個人的な好みの問題であまり使っていません。自分自身が楽
しんで続けられるツールを使うことが結局一番効率が良い気がしま
す。あとは、交流会や飲み会など、業界の人たちと直接お話できる場
所に頻繁に顔を出しています。

こんちゃん　
ファッション PR
･ 実績をしっかり作り、それを分かりやすくプレゼンする
･ 人のつながりを大切にする
･ 常にアンテナを張っていて、チャンスがあればアピールする

中馬さりの　
フリーライター
ツイッターや個人メディアでの情報発信を丁寧に、継続的に行ってい
くように意識しています。

nico*　
制作ディレクション
これまで会社員のときに行っていた仕事を継続してやっていて、新規
の仕事はほとんどしていません。

ふくしま　
派遣看護師
ノマドナースのサイトの集客方法は、インスタグラムと SEO です。
インスタグラムでは、石垣島の写真を載せています。SEO では、看
護師さんの悩みに関するキーワードが検索されたときに、見てもらえ
るように記事を書いています。



INTERVIEW

www.girls-nomadlife.com 58

まあ　
特許翻訳
自分で営業はしませんが、勤務先の事務の方々とのやり取りで気を
配ったり、在宅勤務でもオフィスの方々と信頼関係を築けるようにし
ています。

Maya　
デザイナー
基本的に仕事は知人経由ですが、旅を仕事にするためにブログで自分
のノマド的ライフスタイルを発信したり、ツイッターやインスタグラ
ムをコミュニケーションツールとして使っています。

まゆまゆ　
Web サイト制作
WordPress のコミュニティ活動をしているおかげで、知り合いの方
に紹介していただいています。売り込みはしていません。

モリキアユミ（あゆちき）　
ライター
ツイッターでノマド生活の発信、クラウドワークスで案件探し、旅行
メディアに直接応募をしています。

山本裕子　
Web サイトの企画・運営
メインの収益源は複数のアフィリエイトサイトです。その中でもサイ
トアフィリエイトといって、主に SEO を中心としたマーケティング
方法で集客をして、広告収入を得ています。
たとえば、「転職サイト　おすすめ」というキーワードで検索をした
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ときに、上位表示ができるような記事を書いて、おすすめの転職サイ
トを紹介し、その記事を読んで転職サイトに登録してくれた人がいれ
ば、転職サイトを運営している会社から広告料が入ってくるという仕
組みです。

YUINA　
民泊運営、旅行ガイド記事の執筆
出会う人に興味を持ち、信頼関係を築くこと。ビジョンを共有して「何
でもやります！」の姿勢を見せることで、さらにそこから人脈ができ
たりもします。あとから「そういえば彼女、○○したいって言ってた
よね」と思い出してもらい、仕事の話をいただいたり、逆もしかり。
単発の利益を得ることよりも、「この人のためなら！」と思い合える
人間関係作りに一番の重点を置いてます。気持ち良く仕事ができる上
に、人脈があれば、流行りやニーズが変わっても順応しやすいので。
アナログです。

YUKO　
ブログ・サイト制作
旅のブログをやっているので、インスタグラムでは毎日旅の写真を更
新しています。

Yuri　
デザイン制作・講師・ライティング
SNS がちょっと苦手というのもあるのですが……SNS での売り込み
はあまりしていなくて、基本は実績作りと人のご縁を大切にしてい
ます。メディアの運営を始めたので、メディアに関しては SNS での
PR も行っていますね。会ってみたい人や、一緒に働いてみたい人は
積極的に自分から声をかけています。
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たいら　
デザイナー・ガイドブックの出版
主に使っているのはインスタグラムです。
わたしの場合はチェンマイが大好きで、チェンマイのガイドブックも
販売しているので、みんながチェンマイに行きたくなるような、カ
フェや大自然の写真などをアップしています。実際にインスタからガ
イドブックを購入している方が多いと思います。ツイッターも挑戦し
ているのですが、始めて日が浅いのもあり、あまりうまく活用できて
いないように思います。SNS には媒体によって、得意不得意があり
ますね……。

COMMENT
何はともあれ SNS の活用 !!
やはり、自分を知ってもらうには一番有効な宣伝ツールなんですね。
Web サイトを作るのは少し大変そうという人でも SNS なら気軽に始めら
れますし、新たに仕事用のアカウントを作るのも簡単。コミュニケーショ
ン力も重要なスキルの１つですね！
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Akane　
デザイナー
超生活感あふれてますが、日本の 100 均生活グッズです！ 特にラン
ドリー系は重宝しています。あとは乾きやすいタオルや軽量のフリー
スジャケットなど、アウトドア系グッズが便利です。TPO を考えて
1 〜 2 枚お出かけ用の服（できれば靴も）があるとなお良いですよ！

大浦春堂　
著述業
取材出張が多いときには「先週は北海道にいて今週は大分、そのまま
福岡、そこからの海外」や中東、オセアニア地域などへの長距離フラ
イトといった移動も多いので、移動中にかかる体の負担をいかに軽
く快適にするかにこだわっています。たとえば締めつけの強いブラ
ジャーはやめて、ユニクロのブラトップにするだけで快適です。
また、機内は砂漠のように湿度が低く、鼻の粘膜が乾くと風邪など
ウイルスも取り込みやすくなります。マスクはもちろんですが、LCC
以外の移動ならば機内で USB が使えるので、携帯用の加湿器を持ち
込んだりと体調管理も配慮しています。女性ならば KNEIPP のミニ
オイルをポーチに入れておくと、ホテルや機内など乾燥する環境でも
お肌をしっとりさせてくれるほか、髪にも使えるので重宝しますよ。

11.
ノマド生活に便利なグッズ
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恋する旅ライターかおり／小林 香織　
フリーライター
パソコンはとにかく軽くて持ち運びしやすいものがいいので、
MacBook を使っています。カメラは一眼でも軽くて小さい Nikon の
D5600 です。あとは、気分が上がるものをなるべく身につけます。

こんちゃん　
ファッション PR
100 均の衣類圧縮の袋

中馬さりの　
フリーライター
とくにないです。かなりいろいろなものを試してしまうので……！

nico*　
制作ディレクション
特になし……かな？ 極力荷物は少なくしています。

ふくしま　
派遣看護師
USB のタコ足ケーブルです。１つのコンセントで５つくらい USB の
充電ができます。こだわりの物が少ないので、これから増やしていき
たいです。

まあ　
特許翻訳
耳栓！ タイや台湾のコンドミニアムやアパートは壁が薄かったり、
建物の前の交通騒音がうるさかったりするので。



INTERVIEW

www.girls-nomadlife.com 63

Maya　
デザイナー
トラベーズカンパニーのトラベラーズノートを愛用しています。革製
で一つ一つ手作りの温かみがあるところが好きで、旅人にぴったりな
デザインもお気に入りです。チェンマイの工房で作っているらしいの
で、いつか行ってみたいなぁと思ってます。

まゆまゆ　
Web サイト制作
日本にいても同じですが、パソコン作業ばかりしていると体を動かさ
ないので、ランニングシューズとウエア、水着は必ず持っています。

モリキアユミ（あゆちき）　
ライター
ワンピースです。ワンピースは暑い国で楽なこと、1 枚で着られるの
でかさばらないこと、着方を工夫すればどんな体型でも似合うので重
宝しています。フライトのときやバックパックを背負うときもかなり
楽です！ H&M や ZARA を回ればどこの国でも購入できます。

山本裕子　
Web サイトの企画・運営
わたしは旅のことをまとめたブログも運営しているため、泊まったホ
テルや素敵だったカフェを写真に納めることが多く、カメラが必需品
なのですが、ソニーのα 5100（ミラーレス一眼）は軽くて持ち運び
がしやすいので、すごく便利です！
以前はスマホで写真を撮ってたのですが、一度ミラーレス一眼を使う
と、やっぱりカメラで写真は変わるなーと思って、手放せなくなりま
した（構図とか撮り方とかもっと勉強していきたい所存です）。
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YUINA　
民泊運営、旅行ガイド記事の執筆
タイパンツは本当におすすめです！ デザインも豊富で安くてガシガ
シ洗えます。日除けや蚊除けとして、飛行機やエアコンが効きすぎた
屋内では冷え対策にとマルチに使えます。それと、Kindle もかなり
重宝しています。ノマドワークはアウトプットを主とする仕事が多い
ですが、発信する側としてインプットをすることはとても大事だと
思っています。何冊読んでも重さの変わらない Kindle は、たくさん
の知識を吸収できる大先生です！

YUKO　
ブログ・サイト制作
アジアでは LCC に乗ることも多いので、キャリーバッグの重さが量
れるデジタルスケールは必ず持ってます！

Yuri　
デザイン制作・講師・ライティング
メーカーにこだわりなく、2 in 1 のものやコンパクトなアイテムを選
んで使っています。軽いバッグや、折りたたみの靴、小さい折りたた
み傘、着回しができるワンピース、コンパクトな化粧品とか。ちょっ
とチープなくらいでちょうどいいものが結構あります。グッズではな
いのですが、日本に荷物を残すときは、収納サービスのサマリーポ
ケットを重宝しています。

たいら　
デザイナー・ガイドブックの出版
ナイロン素材のバックパックや収納袋です。どこでも簡単に手に入る
し、たためば薄く、持っても軽いのが気に入っています。特に現地
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に着いてから使う持ち歩き用のリュックやちょっとした買い物などに
持っていきたい小さなバッグは薄い生地だとかさばらなくて重宝しま
す。あと、ユニクロの小さく収納できるダウン！ 私はいつもバック
パック１つに荷物を詰めるので、冬物の衣類はかさが増えるし重くて
大変なのですが、防寒着を持っていないのは不安なので、ユニクロの
ダウンは必ず持っていきます。

COMMENT
ノマドならではのグッズがたくさん出てきてすごく参考になりますね !!
生活スタイルによって重要視するポイントはそれぞれですが、動きやすさ、
軽さ、こだわり。この辺がキーワードになっていそう。わたしも軽さを重
視することが多いですが、お気に入りのものやこれは外せないっ !! っても
のは重くても持って行きます。
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Akane　
デザイナー
ずっと当たり前のようにあった環境から一歩離れてみると、目の前の
世界が急に開けたように大きく広がります。すべてが新鮮で刺激的
で、良しも悪しもひっくるめて味わうその感覚にピンと来るものがあ
れば、きっとノマドに向いているはずです。いろいろな面で自分を成
長させてくれるノマド生活は、少しでも興味があるならぜひ挑戦して
みることをおすすめします！

大浦春堂　
著述業
海外移住して活動拠点にする人、日本を拠点にしながら定期的に旅に
出る人などノマドワーカーにもいろんなスタイルがあると思います。
実現している人の生の声が何よりの教科書。行き当たりばったりでス
タートするのではなく、SNS などで知りたいことをどんどん質問し
て、自分なりに目指したいスタイルを練り上げていってください。

恋する旅ライターかおり／小林 香織　
フリーライター
ノマドライフを営む場合、「持ち運びできる仕事を作る」か「現地で
仕事を生み出す」ことが必要だと思います。わたしは、そのどちらも
かなえられて、かつ自分自身がやりたい「メッセージを届ける」こと
ができる「フリーライター」の道をあえて選びました。だから、安心

12.
ノマド生活を目指す人にメッセージ
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できる貯金がない状態で、ノマドライフを始めることができました。
これを読んでくださっている皆さんは、何のためにノマドライフを送
りたいのか、そして、何をして収入を得たいのか、自分が一番大事に
したいところを明確にして、「自分自身のノマドライフ」をつくり上
げていただきたいなと思います。ちまたには、ノマドライフにまつわ
る書籍や情報があふれていますが、やはり「誰でも簡単にできる」と
いうわけではない気がします。成功者たちのアドバイスを取り入れな
がら、自分自身でトライアンドエラーを繰り返して、自分だけのライ
フスタイルをぜひ作ってみてください。もし、興味を持ってくださっ
た方がいたら、ブログやフェイスブックなどからご連絡くださいね。
いつか、一緒に旅ができたらいいですね〜 !!

こんちゃん　
ファッション PR
お金、スケジュール、健康、自己管理が大切です。
またいろんな環境でも仕事ができるように、普段からちょくちょく環
境を変えてみたりなど。日々心がけて動くことがノマド生活に向けて
の訓練になるかと思います。

中馬さりの　
フリーライター

「案ずるより産むが易し」というのは本当です！ ノマドを始める前に
不安に思っていたことは、ほとんど考えすぎていただけでした。
思っているより自分はいろいろなことができますし、やりたいという
気持ちがあれば乗り越えられることはたくさんあるのだと思います。
ぜひ、あなたの思う生き方をしてみてください。
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nico*　
制作ディレクション
いきなり生活を変えるのは難しいので、徐々に今のデスクから離れて
在宅やカフェで仕事をする、３日間旅行に行ってみる、というところ
から始めてみるのが良いかもしれません。
わたしは、会社の PC をノートパソコンに変えてみたところから始ま
りました。まずは一歩、やってみることだと思います！

ふくしま　
派遣看護師
自分の慣れた環境を変えるときはすごい不安やし、ストレスも感じま
すけど、実際に行動してみたら、その不安とかストレスは幻やったん
やなーって思います。
最初の一歩さえ踏み出したら、意外とすんなりいくことが多いです。
わたしもまだまだ完全なノマド生活は手に入れられていないので、自
分の「好き」を選べる生活ができるようにがんばります！
いつかどこかでノマドガールの皆さまにお会いできますように♡

まあ　
特許翻訳
ノマドをして実感していることは、｢ 解決できないことはない ｣ とい
うことです。ノマドを始めたいけどいろいろと不安がある場合は、不
安要素を数字で具体化したり（お金の場合）、優先順位を決めたり、
根気がいるけど自分で調べて考えれば必ず何か見つけることができ
ます。なので、ノマドするには自分でたくさん考えることは避けて
は通れない道ですが、より自分を信頼できるようになると思います。
わたしはノマドを続けられなくなったらまた他の仕事を探せばいい
やーくらいな感じなんですが、行動しないで後悔するよりも実際に
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やってみて失敗した方がまだいいと思いました。失敗した場合につい
ても考えておけば、また１つ不安を解決できますし、失敗してもいい
許可を自分に出せると、かなり生きやすくなりますよ（笑）。

Maya　
デザイナー
旅をしていると、いろんな生き方があるんだなぁと日々感じます。わ
たしも旅と仕事をうまく両立させる方法を日々模索中ですが、勇気を
持って一歩踏み出してみたことで、夢だったことが目標へと代わり、
少しずつ理想をかなえることができました。１度きりの人生なので、
できない理由を考えるより、やりたいことに向かって真っすぐがんば
れる自分でいたいなと思います。

まゆまゆ　
Web サイト制作
同じようなスタイルで働いている日本人の女の子がいたらぜひお友達
になりたいです！ よろしくお願いします！

モリキアユミ（あゆちき）　
ライター
ノマド生活、しんどいときもあるけれど楽しいです。わたしも始めた
ばっかりですが、とりあえずやってみましょう！ 合っていれば続け
ればいいし、合ってなければスパッとやめちゃえばいいと思います。
気軽にやってみたら、案外ハマるかもしれません。

山本裕子　
Web サイトの企画・運営
ノマドとして働こうと思うと、いろんな手段があると思います。Web
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デザイナー、Web ライター、アフィリエイター、トレーダー、パフォー
マー、コンサルタント……etc.
その中でも、自分が楽しいと思える働き方を見つけることが大切だ
なと思います。せっかく場所や時間にとらわれない、自由なライフ
スタイルを実現しても、仕事内容にストレスを感じるようであれば、
逆に不自由に感じてしまうこともあるのでは？と思っています。だか
らこそ、自分が楽しいと思える仕事をノマドとして実現できる方法を
模索してみることをおすすめします。レッツノマド！

YUINA　
民泊運営、旅行ガイド記事の執筆
アナログの人間関係を大事にすることです。1 人でノマドライフを確
率させている人は誰一人いません。
ノマドを始めることで自分自身も成長できますが、同時に夢も育ちま
す。「何ができるか」よりも、「どう生きたいか」を軸に仕事をするこ
とで、同じノマドライフでもその後のライフスタイルが大きく変わっ
ていくと思います。Wish it, Dream it, Do it !

YUKO　
ブログ・サイト制作
現在の仕事をしながらでもノマド生活の基盤は作れると思うので、興
味があれば少しずつでもノマド生活に近づける行動を起こしていっ
てほしいと思います！

Yuri　
デザイン制作・講師・ライティング
きっと今のあなたには、楽しみなことと不安なことがあると思いま
す。貯金するか仕事を得るかさえすれば、とりあえずは動き出せます。
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動き出したら、あとは何とかするしかないので前向きさを忘れずにい
られたら大丈夫。
国外に関しては現地にいる日本人の方にコンタクトを取ってみると、
親切にいろいろ教えてくださいます。行く国が決まっているのであれ
ば、その国で活躍されている方を調べて見ると良いと思います。
あなたが読んでいるころにわたしがどこにいるかはわからないです
が、いつでも連絡ください（お友達になってあげるよ！も歓迎します）。
この選択であなたの人生が、まぶしいほど素敵なものになりますよう
に！
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RECOMMENDATION
わたしのおすすめ TOP３はこの国！

Chiangmai
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NO.1

タイ王国
チェンマイ
GOOD
・冬でも過ごしやすい気候
・カフェやコワーキングが充実
・ノマド仲間が多く滞在している

BAD
・ 2 月後半から 3 月の大気汚染問題
・辛い食べ物が多い
・国の規則などがコロコロ変わる

 1 カ月の生活費：約 7 万円

タイの古都、花の都ともいわれるチェ
ンマイ。ここは生活面でも仕事面でも、
ノマドにとって最高の都市です。
カフェやレストランも安く、Wi-Fi は
もちろん、電源完備のお店も多いです。
さらにコワーキングも充実していて、
生活スタイルに合わせて選ぶことがで
きます。部屋選びや、スマホデータの
購入も簡単で、海外初心者でも安心し
て滞在できます。

わたしは合計で約 1 年ほどチェンマ
イに滞在していますが、ごはんがおい
しいし、かわいいカフェがたくさんあ
り、ちょっと足を伸ばせば大自然を満
喫できるところが気に入っています。
カフェで長時間作業していても、店員
さんの圧力をまったく感じないのも
チェンマイの魅力かもしれません。

11 月ごろにはランタンを一斉に解き
放つお祭り「コムローイ祭り」がある
ので、この時期をはさんでの滞在がお
すすめです！

バンコクは賑やかすぎてちょっと……
という人は、チェンマイをリサーチし
てみてはいかがでしょう？

チェンマイノマドに特化した本
『NOMAD TRIP  観光一切なしのチェ
ンマイ旅』
https://amzn.to/2SVFNh8

ちなみにわたしが作ったチェンマイ本
も良かったら（観光向き）

『チェンマイのガイドブック　女子旅
のしおり』
https://amzn.to/2LlwDGs

http://tabinoshiori.net/khomloi-festival-chiangmai/
https://amzn.to/2SVFNh8
https://amzn.to/2LlwDGs
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Danang
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NO.2

ベトナム
ダナン
GOOD
・ビーチサイドはリゾート気分
・シティーサイドは都会気分
・ローカルフードが安い
・仕事ができるカフェが多い

BAD
・料理の種類が少ない
・良質な食料品が少ない（自炊のため）
・コワーキングが少ない

 1 カ月の生活費：約 10 万円

気軽に行けるビーチリゾートとして人
気急上昇中のダナン。治安の良さや生
活費の安さ、住みやすさの面から、も
ちろんノマドにも人気の都市です。
わたしも合計すると、約半年ほど滞在
したことがあります。
チェンマイと同じように、カフェやコ
ワーキングでストレスなく仕事ができ
る環境が整っているし、何といっても
ベトナムフード好きにはたまらない環

境ですよね。本場の味を毎日味わえる
のですから。ローカルフードは約 200
円ほどで食べることができ、日本食レ
ストランもあるので、日本の味が恋し
くなっても大丈夫。
さらに、ダナンから車で 1 時間ほど
のところに、ランタン祭りが有名な世
界遺産の都市・ホイアンがあり、カラ
フルでかわいい街並みが人気です。こ
のように遊びに行ける場所が近くにあ
るのも人気の理由ではないでしょう
か？
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Canggu
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NO.3

バリ
チャングー
GOOD
・ビーチリゾート気分
・のどかな田園風景でリラックス
・コワーキングの質が高い

BAD
・バイク移動が不可欠
・ほとんどのカフェにエアコンがない
・コワーキングが少ない

 1 カ月の生活費：約 10 万円

バリ島といえばウブド！ と思う方が
多いかもしれませんが、実はノマド
ワーカーの人気を集めているのはチャ
ングーなんです。
人気の理由は、ゆったりとした雰囲気
とおしゃれなカフェがあることだと思
います。最初に紹介したタイのチェン
マイと似た雰囲気があります。
インドネシア料理が安くておいしいの
も魅力。特に焼き鳥のようなサテーは
街中の屋台でよく売られていて、安く

ておいしい！
チャングーはエアコンがなく、オープ
ンエアになっているカフェが多いの
で、エアコンが不可欠な人にはちょっ
とつらいかもしれません。
わたしは逆にエアコンが苦手なので、
癒されるカフェがたくさんあって好き
でした。ただ、カフェやレストランが
点在しているので、バイクがないと移
動が難しいのが残念なところ。
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NOMAD HOT SPOT
最近話題の国はここ！

Bansko
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ブルガリア
バンスコ
GOOD
・東南アジア並みの生活費
・静かで過ごしやすい環境
・コワーキングコミュニティが濃い

BAD
・カフェやコワーキングの数が少ない
・娯楽が少ない
・食べ物の選択肢が少ない

 1 カ月の生活費：約 10 万円

ヨーロッパで生活してみたいと思う人
は多いですが、生活費が高いというイ
メージから避けていた人も多いのでは
ないでしょうか。
そんな中、生活費が安いヨーロッパの
町として人気が出てきているのがバン
スコなんです。
美しい町並みと静かな環境が、とても
魅力的。おすすめの国で挙げた場所と
は違い、カフェやコワーキングの数は
豊富ではありません。
だからこそ、ノマドワーカーが同じ場

所に集まることになり、そのコミュニ
ティはより密なものになっているので
す。バンスコのコワーキングに通った
人は「毎週金曜日にみんなでバーベ
キューをした」「みんな毎日顔を合わ
せるのですごく仲良くなった」など、
とても素敵な話をしてくれました。わ
たしはまだ行ったことがないのです
が、いつか行ってみたい国の 1 つで
す。
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T bilisi
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ジョージア
トビリシ
GOOD
・ビザなしで 1 年間滞在可能
・宿泊費が安い
・治安が良い

BAD
・外食が高い＆味がしょっぱい
・カフェなどの Wi-Fi が遅め

1 カ月の生活費：約 5 万円

近頃よく耳にするジョージアノマド。
大きな理由はビザと宿の安さにあるよ
うです。滞在した人の話では良かった
と言う人と、そうでもないと言う人が
半々くらいの印象。
ノマドワーカーにとって必須であるカ
フェの Wi-Fi が、遅く感じるというの
は大きな欠点になっていそう。
あと、外食が安くない、しょっぱくて
毎日は無理という意見もあって、好み
が別れるとは思いますが、これも人に
よっては大きなマイナスポイントにな
りそう。個人的には食事が合わない国

の長期滞在は過酷だと思ってしまう
ので。
ただ、現地で働きたい、起業したい
人には、ビザなしで働けたり、銀行
口座の開設などがとても簡単にでき
るのでおすすめのようです。
トビリシについて詳しく書かれてい
る本があったので、良かったら参考
にしてみてください。

『人生を変える海外移住 vol.1 トビリ
シ（ジョージア）』
https://amzn.to/2zqHyMq

https://amzn.to/2zqHyMq
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COST OF LIVING IN CHIANG MAI
チェンマイで 5 万円生活

Life cost
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2017 年 8 月 17 日〜 2017 年 9 月 16
日までの 1 カ月間を 5 万円で生活す
ることに挑戦しました！ ツイッター
で 1 日に使ったお金と内訳を報告し
ていたのですが、結果は失敗……。
903 バーツ分オーバーしてしまいまし
た。その 1 カ月間を検証してみまし
たよ！

・家賃（ゲストハウス）
1 カ月（ 3 カ月契約）5,500 バーツ（約 
1 万 7,500 円）
家賃をどのくらいにするかがとても重
要なポイントです。毎月必ず出る固定
出費ですので、よく考えたいところ。

ここに決めたポイント
・水回りがきれい
・廊下や公共スペースもきれい
・冷蔵庫がついている
・ベランダで洗濯物が干せる
・受付のお姉さんの感じが良い
・安い
・電子レンジ、扇風機などもお金を出
せば借りられる

実際に住んでみて気になったポイント
・部屋の清掃が 250 バーツなのはいい

けど、ベッドシーツの交換が＋ 100
バーツ。
高くない？ しかも、取り換えたシー
ツは必ず派手な柄物……。個人的に白
が好き。
まやまやは 200 バーツで白いシーツ
を買ったみたい。そうしよう。ちなみ
に、向かいの部屋に住んでいた友達の
部屋は白いシーツ。しかも、シングル
ベッドを 2 つ並べていたので、めっ
ちゃ広い。
シーツについて聞いてみたら、あれは
ゲスト用で、長期滞在のシーツは白で
はないとのこと。友達は 1 カ月、わ
たしは 3 カ月。
友達が日本に帰ったあと、ベッドを交
換してくれないか聞いてみたら、重い
からダメだって。だよね。年齢を重ね
ると、だんだん図々しくなってくる。
その日、そんな自分に気づいたのでし
た。

・通信費
724 バーツ（約 2300 円）
dtac の定額プラン（20GB ＋電話番
号）。やっすー !! 日本では考えられん
……。
時々カフェで仕事中に Wi-Fi がつなが
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りにくいときがあり、テザリングした
りするので 20GB あると安心。
しかし先日、長くチェンマイに滞在し
ている方に「え !? 高 !!」って言われ
ました。
どうやら、AIS の定額プランがプロ
モーションをしていて安いとのこと。
よし、すぐに変更しよう！

・水道光熱費
1,100 バーツ（約 3,500 円）
今回の検証では、これを月末に払うこ
とを忘れていて、オーバーの結果に。
水道代は 200 バーツ。電気代は使っ
た分だけ月末にお支払い。これが 900
バーツだった！ 約 2,800 円！ 
電気代が意外に高い……。エアコンは
基本好きではないのですが、どうして
も暑苦しい時間帯もあるので、1 日 2 
〜 ３ 時間使用していました。
そして、最近扇風機が月 100 バーツ
で借りられると知り、早速採用 !! 数
日使っていますが十分 !! なぜ今まで
気づかなかったーーー！

・食費（お昼と夕飯）
4,329 バーツ（約 1 万 3,700 円）
ローカルなレストランで食事すれば、

35 〜 50 バーツほどで食事できます。
ラーメンやファストフードなど、そ
の他のレストランの場合は 60 〜 150

バーツくらいです。ほとんどこれら
のお店で済ませていました。
もちろんおしゃれなイタリアンやお
寿司屋さんもありますが、それなり
に値段は高くつきます。

・それ以外の食費（お菓子など）
1,294 バーツ（約 4,122 円）
食事以外で買ったお菓子やジュース
などをこのカテゴリーに入れていま
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す。結構使いましたね……。ポテトチッ
プスやらチョコやらにはまってしまっ
て……。反省。

・日用品代（洗濯代もこのカ
テゴリー）
1,819 バーツ（約 5,795 円）
トイレットペーパー、メイク用品など。
生活必需品なので、あまり削れない部
分ではありますね。

・お部屋の清掃代
600 バーツ（約 1,900 円）
隅から隅までとてもきれいにしてくれ
るので大満足！ ベッドシーツも替え
て 300 バーツ× 2 回。 2 週間に 1 回
利用しています。自分でやれば？ と
も思うのですが、やってもらうのが好
きです……。

・仕事（ほぼカフェ代）
1,360 バーツ（約 4,330 円）
作業をするときは、カフェやコワーキ
ングスペースに行ったりするので、そ
れに使った金額です。
ドリンク１杯で 60 〜 80 バーツくら
いでした。朝と午後の 2 回行くこと

もよくあるので、そうすると 120 〜
160 バーツの出費になり、食事よりも
高くなります……。
コワーキングスペースは、ニマンへミ
ンで 1 日 100 バーツというところが
あるので、そこを使った方が安く済み
ます。うまく使い分けると作業の時間
も有意義ですね！

・交通費
780 バーツ（約 2,485 円）
少し遠くのカフェに行ったりするとき
や、 1 人で観光したり、往復したりす
ると結構かかりますね……。
チェンマイの乗り物についてのブログ
記事はこちら
http://girls-nomadlife.
com/2017/09/08/transportation-
chiangmai/ 

まとめ
チェンマイでは １ カ月 ５ 万円でも
生活できると思います。
たとえば、家賃を少し下げる、エアコ
ンを使わず扇風機で過ごす、お菓子を
買わないなど削れる部分もたくさんあ
るのです！ 
ツイッターのフォロワーさんからも、

http://girls-nomadlife.com/2017/09/08/transportation-chiangmai/  
http://girls-nomadlife.com/2017/09/08/transportation-chiangmai/  
http://girls-nomadlife.com/2017/09/08/transportation-chiangmai/  
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家賃 3,500 バーツくらいのところに住
んでいて、月 5 万円以下で生活して
いたよーというコメントも結構ありま
した。
ですが、今回は娯楽的なことを一切し
ていません。マッサージも、買い物も、
映画も、ネイルも、マツエクも。これ
だと、せっかく物価の安いチェンマイ
にいるのに満喫できていないようで、
そんなに楽しくないです……。なので、 
５ 万円くらいがミニマムの生活費だ
と思ってもらえると良いと思います。
プラスで楽しむための予算を追加した

ら、チェンマイ生活をもっと満喫でき
るでしょう！ 何しろミニマムの生活
費が ５ 万円ですからね。あと 2 万円
くらいプラスして楽しんでも問題ない
ですよね♡
皆さんのチェンマイ滞在の参考になれ
ばうれしいです！

元のブログ記事はこちら
http://girls-nomadlife.
com/2017/09/18/chiangmai-life-
cost-50000yen/

http://girls-nomadlife.com/2017/09/18/chiangmai-life-cost-50000yen/ 
http://girls-nomadlife.com/2017/09/18/chiangmai-life-cost-50000yen/ 
http://girls-nomadlife.com/2017/09/18/chiangmai-life-cost-50000yen/ 
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HOUSE HUNTING
チェンマイでアパート探し

Apartment
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最近長期滞在＆ノマドライフのために
チェンマイを選ぶ人が増えています。
暖かい気候、物価の安さ、治安の良さ
などが理由として挙げられます。
でも、実際にチェンマイでどうやって
アパートを探したらいいの？ どんな
物件があるの？ 相場はどのくらい？ 
と不安に思っている方も多いのではな
いでしょうか。
そんな不安を吹き飛ばす、アパート探
し情報をお届けしたいと思います。

チェンマイではすごく簡単に賃貸ア
パートを借りることができます。
飛び込みでお部屋を見せてもらい、気
に入れば契約！ これで完了です。ホ
ントに簡単！

方法は 2 種類
・サービスアパートという、すでに家
具と家電がほとんどそろっている部屋
を借りる
・ゲストハウスやホテルを長期で借り
る
では、実際の手順を見ていきましょう。

1. エリアを決める！
チェンマイ市内の居住エリアは大きく

分けて 3 カ所。
・観光に便利な旧市街エリア
比較的家賃が安めで、レンガで造られ
たお堀の雰囲気を堪能できる。
・長期滞在者に人気のホイケオエリア
こちらも家賃が安く、ローカルスー
パーも近いため生活しやすい。
・おしゃれカフェが密集するニマンへ
ミンエリア
家賃が高めだけど、おしゃれでハイク
ラスな物件が多い。

2. 予算を決める！
相場はエリアやお部屋によってピンキ
リ。
 ・安い部屋→ 3,500 ～ 7,000 バーツ（約 
1 万 1,000 〜 2 万 2,000 円ほど）
わたしのお部屋がこのランクです。日
本のワンルームほどの広さで、部屋に
よって冷蔵庫がなかったり、ベッド
シーツなど自分で用意しなければいけ
ない場合もあります。6,000 バーツ以
上だとプールがついているところもあ
るのが、さすがチェンマイ！

・少し広い＆きれいなお部屋→ 8,000
～ 1 万 5,000 バーツ（約 2 万 2,000
〜 4 万 7,000 円ほど）



GIRLS NOMAD LIFE

www.girls-nomadlife.com 89

友達のお部屋のプールつきコンドミ
ニアムがこのクラス。ジムやサウナ
もついている＆指紋認証、キーレス。

・ハイクラスのお部屋 1 万 6,000 バー
ツ～（約 5 万円以上）
かなり部屋が広くなり、ニマンへミ
ンエリアでも 2 ベッドルームなど豪
華になってきます。

３. 歩き回る！
エリアと予算が決まったら、とにかく
歩く。

表に「For Rent」と書いてあるところ
や、書いていなくてもアパートっぽい
ならフロントに聞いてみる。これの繰
り返しです。

４. 賃貸条件を確認する！
たとえば、
デポジットはいくらか。
デポジットは敷金のようなもので、は
じめに 家賃 １ カ月分が必要になりま
す。
ニマンへミンなどのお高めの物件にな
ると、デポジットが家賃 ２ カ月分と
いうこともあります。通常退去時に返
金されますが、クリーニング代が引か
れることも。
インターネット代込みか、別か
別料金の場合、300 〜 500 バーツほど。

アパートを借りるときに必要
な初期費用はこれ！
・デポジット（家賃 １ カ月分〜 ２ カ
月分）
・キーデポジット（鍵代 500 バーツく
らい）
・初月家賃
・Wi-Fi（300 〜 500 バーツくらい）
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・水道光熱費（基本料を払って、月末
に使用した分だけお支払い）

まとめ
チェンマイなら、日本では考えられな
いような値段でアパートを借りること
ができる＆簡単！ だということが分
かっていただけたでしょうか？
その他、新生活を始めるときに必要な
生活雑貨を調達したいときには、ホー

ムセンターのようなお店もあるので心
配ご無用です。
少しでも興味があれば、お試し滞在し
てみてはどうでしょう。

元のブログ記事はこちら
http://girls-nomadlife.
com/2017/08/28/chiangmai-home-
hunting/

http://girls-nomadlife.com/2017/08/28/chiangmai-home-hunting/ 
http://girls-nomadlife.com/2017/08/28/chiangmai-home-hunting/ 
http://girls-nomadlife.com/2017/08/28/chiangmai-home-hunting/ 
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STUDY
チェンマイで英語留学

Study abroad
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チェンマイが英語留学に人気
な理由 BEST ３
① 安い
間違いなく安いです。学費、アパート、
屋台、おしゃれなカフェ、生活用品。
すべてにおいて、格安で滞在できます。

② 治安が良い
よくチェンマイの情報には「女性 1 
人でも安心」と書いてあります。
実体験として、やっぱり安全度は高い
気がします。昼間はまったく危険を感
じたことがなかったし、夜 1 人で出
歩いていたこともあります（明るい大
道りのみ）。もちろん、日本と同じく
らい安全だとは思いませんが、比較的
治安は良いと思います。

③ ネイティブの外国人がたくさん滞
在している
英語学校の先生もネイティブの先生が
多いです。チェンマイには「ノマドワー
カー」の外国人が多く滞在していて、
カフェやコワーキングスペースで仕事
をしています。
留学生たちもカフェで勉強したりして
いると、生きた英会話を聞くことがで
きるし、勇気を出して話しかけてみた

らお友達になっちゃった !! なんてこ
とも。意外と英語に触れる機会が多い
のです。

チェンマイでの英語学校選び

ネットで調べると、有名学校が何校か
出てきます。体験談の記事を読んで見
学に行ったのが、以下の 3 つの学校
です。
・NES
・YMCA
・Walen Language School
学校に見学に行って思ったのが、何
言ってるのかまったく分からんという
こと。
そもそもわたしの英語力は中１程度。
そのわたしに、英語で授業料や学校の
システムを説明されても……。
Walen に関しては建物自体が暗く、
開校しているのかどうかさえ分からな
かった。
しかし、そのあとがっくり肩を落とし
たわたしが、ネット上を走り回って見
つけたのが「TES.English」。
なんと！ 日本人経営の学校で、日本
語で対応してくれるとのこと！ まっ



GIRLS NOMAD LIFE

www.girls-nomadlife.com 93

たく英語が理解できず、傷心気味のわ
たしに光が見えてきたーー！ 早速電
話してみると、優しそうな日本人男性
が対応してくれました。
翌日、授業のシステムや内容を聞いて
みると、文法のクラスは日本語でしっ
かり理解できるように学び、会話のク
ラスはネイティブの先生と生きた英語
を学ぶということでした。
風邪などで出席できなかった場合は、
その分を他の授業に充てることができ
るという臨機応変っぷり。
何より、はじめての海外で心細く緊張
しっぱなしだったわたしは、日本語対
応というのに安心しました。そして、
即入学を決意。

実際に通ってみた感想
①「大人の留学」
生徒は日本人の大人のみで「若い子が
多くてなじめないかも」なんて不安は
無用！ たまに学生も見かけましたが、
主に 20 代後半くらいから 60 〜 70 代
のシニア世代。

② シャイなわたしでも積極的に質問
できちゃう！
本当に英語を勉強したい人ばかりだっ

たので、グループレッスンでもどんど
ん質問できるようになります。みんな
がバンバン質問していると「自分も質
問してみようかな」という気持ちに
なって、積極的になれました。実際、
自分の疑問はみんなの疑問だったりす
るので、自分の理解も深まるし、みん
なの理解も深まるし、いいことだらけ
なのです。

③ 文法を日本語で学べる
「語学の勉強は文法よりスピーキング
だ」なんて聞いたりもしますが、まず
基本の文法を勉強することがやっぱり
重要なんだなと感じました。文法を理
解し始めると、言いたいことを文章に
することができます。それを繰り返し
使うことで、頭に定着させていく。な
ので、文法を日本語で学べるというの
は他にはないメリットだったと思いま
す。

④ トピック会話
授業のはじめに、日常で良く使うフ
レーズを紹介してくれるのですが、こ
れが役に立つ！
はじめて会う人とコミュニケーション
を始めるときのフレーズなど、バリ
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エーションもさまざま。生活の中で使
えるフレーズなので、やる気も上がり
ます！

⑤ 午後の授業のあと、結構遊ぶ時間
がある
クラスのスケジュールはガッツリでは
なく余裕を持って作られているので、
予習、復習をする時間もですが、観光
したり、カフェ巡りをしたりと、自由
に使える時間がたっぷりありました。
生徒さんの中には、かなり長く滞在さ
れている方もいるので、おいしいラン
チや観光名所などを教えてもらったり
して充実感たっぷり！

はじめての語学留学ならチェ
ンマイがおすすめ！

チェンマイに来る前は、「英語ができ
ないから海外旅行は行けない」なんて
思っていました。
そんな臆病なわたしでしたが、勇気を
振り絞って前に進んでみると、臆病な
りにリラックスできる学校を見つけら
れたり、少しの英語上達で入国審査も
怖くなくなりました。「留学してみた
いけど不安だな」と思っている方も、
チェンマイなら楽しく過ごせるかもし
れませんよ！

TES.English
https://www.thaieigo.com/ 

元のブログ記事はこちら
http://tabinoshiori.net/chiangmai-
english-school/

https://www.thaieigo.com/
http://tabinoshiori.net/chiangmai-english-school/ 
http://tabinoshiori.net/chiangmai-english-school/ 
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WHAT TO BRING
ノマド生活の持ち物

Packing
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気になる 12 の質問の中で、それぞれ
の方のおすすめの持ち物も教えていた
だきましたが、ここではわたしの持ち
物についてシェアしていきます。

生活スタイル
・ 2 カ月以上同じ場所に滞在する
・ 1 年の半分以上は東南アジアに滞在
・毎日 PC やコード類を持ち歩く
・国の移動は 30L のバックパックと普
段使いのリュックのみ

こだわり
・日々荷物の軽量化に励んでいる
・おしゃれは忘れたくない
・趣味のものは重くてもあきらめない

まず一番に気をつけているのは荷物の
重さ！
バックパック 1 つに大半の持ち物を
詰め込んで背負って移動しなければい
けないので、なるべく軽くするように
努めています。
それでも 1 年の半分は海外で生活し
ているので、どうしても 8 kg 以上に
はなってしまいますが……。

さて、そんなわたしの持ち物をご紹介
していきましょう。

女性のノマドワーカーの持ち
物 Q&A
Q. 移動が多いので、最小限の荷物＆

衣類は洗濯するのを前提にと思ってる
けど、どのくらい持っていけばいい？

A. もちろん洗濯を前提に荷物を選ぶ

ので、「乾きやすい」ことも重要なポ
イントです！ インナーはユニクロの
エアリズムなど、汗を吸って速く乾く
素材のものを選んでいます。宿泊先の
ちょっとした場所に干しても乾くくら
いがちょうどいいです。下着は上下 
３セットと下はプラス２枚を持ってい
て、洗濯できないときがあっても大丈
夫なように準備しています。
洋服は５日分。衣類を洗濯するときは
ランドリーショップを利用するのがラ
ク。東南アジアでは街中に洗濯から
乾燥、たたみまでやってくれるお店
があり、とても便利です。しかも安
い！ 朝お願いして、夜に取りに行け
ば OK!! 注意したいのは縮みやすい素
材のもの。乾燥機を利用しているお店
もあるので、小さくなって戻ってきま
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す……（経験あり）。天日干しに対応
してくれるところもありますが、大切
な服なら自分で洗うのをおすすめしま
す。

Q. 洗濯ネットや洗濯バサミなどは必

要？

A. わたしの場合、基本的にはランド

リーショップを利用するので必要ない
のですが、洗濯物を入れるための洗濯
ネットを持っています。
洗濯ネットに洗うものを入れておく
と、そのままランドリーショップに
持っていけるので便利！ あと、わた
しの場合は 1 カ所に２カ月以上滞在
していることが多く、アパートを借り
たときは洗濯機がついていることもあ
り、通常の用途で洗濯ネットを使った
りもします。洗濯バサミは現地調達。
自分で洗濯する場合は、干す場所の確
保が必要！ 共有のバルコニーで干し
たり、場合によってはドミトリーの自
分のベッドで干すなんてことも。そん
なときに便利なのはロープ＆洗濯バサ
ミ！ どこでも設置できるので、持ち
歩いている人もいるのではないでしょ
うか。

Q. バックパック？ スーツケース？

A. わたしはいつも 30L のバックパッ

ク！ どちらもそれぞれ利点があると
思うのですが、ホテルを転々としたり、
移動が多い人は断然バックパックをお
すすめします！ 小回りが利くし、身
軽に移動できますよ。数カ月単位で移
動する人は、スーツケースの人も多い
のではないでしょうか。
個人的にはバッグが大きいといらな
いものまで詰め込んでしまいそうな
ので、小さめのものを使っています。
30L のバックパックでも、いろいろ詰
め込むと 10kg 以上になります。持ち
物は厳選して、現地調達も視野に入れ
ておくのがベスト !!
 

Q. サブバッグは持ってる？

A. メインのバックパックの他に日常

的に使うリュックを持っています。滞
在中はカフェやコワーキングスペース
に行って仕事をします。なので、Mac
など必要なものだけを持ち歩けるよう
にサブバッグを常備。滞在先からちょ
こっと旅行に行くときなどは、こちら
のリュックに １ 泊分の荷物を入れて
出かけたりもします。
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30L のバックパックの中身は
これ！
* ワンピース× 2
* ボトムス× 3
* トップス× 4
* スエット・カーディガン・薄手のダ
ウン（防寒用）
* 水着・速乾タオル
* 帽子・ネックピロー
* ブラトップ× ２
* 下着× 3 セット＋パンツ× 2
* 靴下× 5
* メイク道具

* 洗面用品
* アクセサリーポーチ
* ドライヤー
* 紅茶セット
* GoPro
* ミニ三脚
* PC スタンド・キーボード・マウス
* Kindle
* サングラス
* サコッシュ
* パスポートケース
* 領収書入れ
* 外貨入れ袋
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東南アジアでも時期によっては気温が
下がる地域もあるので、防寒用にス
エットや薄いダウンを持っていると便
利です。重くなりがちな基礎化粧品類
は、小さなボトルに入れ替えてジップ
ロックに収納。以前は 100ml のボト
ルを使っていましたが、現地で調達
するまでのつなぎと考えて、最近は
30ml に変更。
旅先で必要なものは人それぞれなの
で、人によってはいらないものも結構
あるかと思います。たとえばドライ
ヤーや紅茶、PC スタンドなどはいら
ない人も多いでしょう。「あったら便
利」や「なくてもいいもの」を減らし
ていくと、どんどん軽量化することが
できますよ！

シューズ類は 2 つだけ！
Chaco のサンダルを選んだ理由
・金具を使っていない
・靴下を履けば多少寒くても使える
・何にでも合わせられる
実は Chaco のサンダルを選んだのは

「ストラップに金具・マジックテープ
を使っていない」からなんです。
なんでそんなことが重要だったかとい
うと、以前ベルトタイプや細く細かい

パーツを使っているサンダルを履いて
いたら、スカートの裾に引っかかり、
糸がほつれることが何度もありまし
た。直すのが面倒だし、直すまで着ら
れないしで結構ストレス。
でも、Chaco を使い始めてからはそ
んなこともなく、とても快適！ さら
に歩きやすい、デザインもかわいくて
一石三鳥です。ただ少し重いのだけが
残念……。今のところメリットが大き
いので、目をつぶっています。

無印良品のスニーカーを選んだ理由
・デザインがスタイリッシュで好み
・すっごく軽い
・クッション性が高く、疲れにくい
これは一目惚れです！ こういうのほ
しかったー！ って感じで即買い。軽
くて長く歩いても疲れないし、ニット
素材だから通気性も良く快適。だだ甲
の部分の内側にカバーがないので、靴
下のタイプによっては擦れることも。
甲までカバーするタイプの靴下がおす
すめ！ わたしは同じく無印良品のス
ニーカーソックスを使っているので、
問題なく使えています。
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靴の保管にシャワーキャップ
シャワーキャップが便利だと聞いたこ
とはあったけど、実際にやってみたら
本当に超便利だった！
あまり信じてなくて「ふーん」なんて
思っていたのですが、たまたまホテル
にあったので使ってみたら、スニー

カーが気持ちいいくらいにすっぽり収
まった♡ まだ試してない人は、ぜひ
やってみてほしい。バックパックに入
れるときもスムーズでおすすめです。
もちろんサンダルにもバッチリ。
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薄くて軽いオーガナイザーに
まとめる
黄色いオーガナイザーもお気に入りの
１つ。TO ＆ FRO のオーガナイザー
は薄くて軽くて丈夫 !! そしてかわい
い♡ 少しでも荷物を軽くするために
小さいところから少しづつ軽量化して
いきます。
移動が多いノマド生活では、重すぎる
荷物は苦痛でしかない。そのため、多
くのノマドワーカーが軽量かつ高機能
なグッズを探し求めています。
しかし、そういった機能重視のグッズ
は、「デザインがダサい」「男っぽい」
などの問題があり、なかなか手を出し
づらいのです。現在もその傾向が強い
です。
そんな中、かわいい＆機能的を兼ね備
えたブランド「TO ＆ FRO」を発見！ 
今のところ女性のおしゃれなノマド生
活をかなえてくれる唯一のブランドな
のではないかと注目しています♡

オンラインショップはこちら
https://toandfro.shop/

ワンピースが便利
衣類はトップス 4 枚、ボトムス 3 枚
という感じで持っていますが、最近は
ワンピースがすごく便利なことに気が
つきました！
薄くて軽いコットン素材のワンピを選
べば、暑い東南アジアでも快適に過ご
せるし、ちょっと汚めのトイレでもス
カートを上に持ち上げれば、スボンの
ときのように床に服がつく危険を避け
られます。小さな理由かもしれません
が、これが結構重要だったりするので
す。
チェンマイ滞在中に、暑い日が続いて
体もだるいし、外に出るのも嫌になっ
た時期がありました。そんなときに活
躍したのがコットンワンピース（この
ときトイレがラクなことに気がつい
た）。
・薄いコットン生地
・裏地つきで透けない
この２つの条件を満たしていれば、
さっと着られて快適に過ごせます。さ
らにジャブジャブ洗えてシワがつかな
い生地なら完璧！

https://toandfro.shop/
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やっぱりおしゃれは忘れたく
ない !!
軽さと機能性ばかり重視しがちなノマ
ドワーカーの持ち物。だんだん自分の
持ち物がおしゃれのかけらもなくなっ
ていることに気づきました。
やっぱり、素敵なレストランに行くと
きはロングワンピが着たいし、写真に
写るときは東南アジアらしいカラフル
で元気な色の服がいい。そう感じ始め
てからは軽量化ももちろんだけど、服
はかわいいものを選ぼうと決意。
バッグは以前より重くなって、機内持
ち込みはできなくなったけど、旅の満

足度は上がりました。
軽量化は衣類以外の部分で少しずつ軽
くしていくようにしようかと。
こんな風に、自分の趣味や好きなこと
を制限しないで旅を楽しむのも大切だ
と思います。

普段使いのバックパックの中身が気に
なる方はこちらをどうぞ！
http://girls-nomadlife.
com/2019/06/05/nomad-girls/

パッキング動画も作ったのでこちらも
ぜひ！
https://youtu.be/7kijfeJTR6A

http://girls-nomadlife.com/2019/06/05/nomad-girls/ 
http://girls-nomadlife.com/2019/06/05/nomad-girls/ 
https://youtu.be/7kijfeJTR6A
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STORY
たいら＆まやまやのライフストーリー

Our life
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Taira's Story 
（デザイナー・ガイ
ドブックライター）

東京以外の場所に住んだことはなく、
旅行経験も少ない。
趣味も特にない一般人。
周りに合わせるのが得意で、人当たり
も良い。末っ子。
とりあえず「前にならえ」精神で、当
たり障りなく生きてきた。
美容専門学校を卒業後、美容師として
10 年間勤務。
20 代で結婚した経験はあるけど、子
どもはなし。
これが 30 歳までのわたし。

現在 33 歳。
フォトショップやイラストレーターな
どのアドビソフトの技術を学び、チェ
ンマイやホーチミンのガイドブックを
自己出版。
デザインの仕事をしながら、チェンマ
イを拠点に生活している。
さらに、ノマド Web デザイナー・ま
やまやと出会って 2 週間で『GIRLS 

NOMAD LIFE』 と い う Web メ デ ィ
アを作ることになり、 1 カ月後には実
現。
これが今のわたし。

ずいぶん変わったと思いませんか？ 
自分でもびっくりしています。
数年の間に、一体何が起こったので
しょうか？

▽ 20 代の人生プラン

20 代のころの人生プランは、29 歳ま
でに結婚して、30 歳までに子どもを
生んで、そしたら家を買って……とい
うよくあるものでした。

26 歳で結婚。子どもが生まれたら好
きな仕事ができなくなると思い、 1 年
後に美容師を辞め、ずっと憧れていた
アパレルの販売員の仕事を半年間経験
しました。
その後、また美容室で働き始めました
が、いつ子どもができても良いように
と、お客様を担当するスタイリストで
はなく、アシスタントとして雇っても
らいました。
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でも、ある日夫婦で子どもの話をして
いたら、何だかモヤッとしてしまって。
自分の人生はこれでいいんだっけ？ 
そもそも子どもがほしいんだっけ？ 
と考えるようになりました。
そして「わたしは自分の人生を子ども
のためにではなく、自分のために生き
たい。だから、子どもがほしいわけで
はない」と気づいたのです。

考え方の違いもあり、30 歳のときに
離婚。短い結婚生活でしたが、この経
験があってこそ今のわたしがあるの
で、今は結婚して良かったと思ってい
ます。

▽オンライン英会話を始める

離婚したあとは、これといった出会い
もなく、変化のない生活が続き、これ
からどうなるんだろうと焦りました。
それまでは、変わらない毎日でもそれ
なりに楽しんでいたし、将来の不安も
感じていなかったのに。自分は何がし
たいのか、どう生きていきたいのかが
分かりませんでした。

そこで、まずは小さいことでもいいか
ら、今までやりたかったことをやって
みようと思い立ち、リストを作成しま
した。
ペン習字、英会話、海外旅行……。少
ないリストの中から、とりあえず役に
立ちそうで、すぐに実行できそうな英
会話をやってみることにしました。
そして、オンラインで学べる英会話を
検索していたときに出会ったのが「QQ 
English」。スカイプを使って、セブ島
留学と同じ先生、カリキュラムで英会
話を学ぶことができる学校です。

ここで勉強しようと心に決めたもの
の、実は勇気が出なくて、なかなか入
会のボタンが押せませんでした。その
話を当時働いていた美容室のお客様
にしたら、「じゃあ、俺が次に来るま
でに入会しろよ！ そんで次は英語で
会話しようぜ！」と言われたのです。
えーっと思いましたが、お客様との約
束は守らなくてはと思い、その日の夜
すぐに入会しました。

今思うと、美容室のお客様の一言がな
かったら、今も変わらずに過ごしてい
たかもしれません。オンライン英会話
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に入会したことが、わたしの新しい人
生の第一歩だったからです。

そして、いざオンライン英会話に入会
してみたら、すっごく楽しい！
先生たちはみんなフレンドリーで、わ
たしの拙い英語もしっかり聞き取って
くれる。英語で会話をする楽しさを教
えてもらいました。
週に 2 回、 1 回 25 分というのも自分
に合っていて、毎回の授業が楽しみで
した。
そして、英会話を始めて半年ほど過ぎ
たころ、留学してみたいと考えるよう
になりました。元々興味はあったけど、
実行に移すにはハードルが高いと思っ
ていた留学。でも、今ならできるんじゃ
ないかと思ったのです。そして 1 年
間お金をためて、フィリピンに留学す
ることを決意しました。

▽出会い

2015 年の春。1 人のカナダ人男性と
出会いました。実はこの出会いが、わ
たしの人生が激変するきっかけだった
のです。

わたしの姉は、中野のワインバーでソ
ムリエをしていて、彼はその店の常連
でした。
わたしが英会話に夢中だと知っていた
姉は、気さくで感じの良い彼に「妹が
英会話の勉強してるから良かったら
会ってみない？ 友達になれば妹の英
語の勉強にもなるし」とお誘いしたの
です。
彼は最初乗り気ではなかったようです
が、姉の猛プッシュによってわたしと
連絡を取るようになり、ワインバーで
会うことになりました。

実際に彼と会って話してみると、日本
の大学に留学していたこともあり、日
本語がペラペラでした。日本をヒッチ
ハイクで横断したり、各国を回ったり
と旅が大好きなんだそう。
海外に興味を持ち始めたばかりのわた
しにとって、日本が大好きで、旅の経
験も多い彼の話は興味深く、とても面
白かったのです。
わたしがフィリピンに留学する予定だ
という話も「いいね、いいね！」と興
味を持って聞いてくれて、留学への不
安が減っていくのを感じました。
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そして、その日はじめてノマドという
存在を知ることになりました。彼は日
本で旅行会社に勤めていたのですが、
数カ月後には日本を離れ、タイのチェ
ンマイでオンラインの仕事をしながら
会社に勤めないで生活するというので
す。
住む場所にとらわれず、移動しながら
生活する。その国の良い季節にだけ滞
在し、季節が変わればまた過ごしやす
い季節の国に移動する。遊牧民（ノマ
ド）……そんな生活ができるらしい。

何じゃそら !! めっちゃいい !!
そんなことできるのか！ やってる人
がいるのか！

今までの自分にはなかった生き方、彼
に出会わなければ知ることもなかった
働き方でした。今でこそ、そういう生
活をしてる人がいることはよく知られ
ていますが、このときのわたしにはた
だただ衝撃でした。
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当時は、まさか自分もそんな生活を目
指すなんて思っていませんでしたが、
何か新しいことに挑戦したいという気
持ちが強かったのは事実です。

その後、わたしたちはデートを重ねる
ようになりました。でも、彼は数カ月
後にはチェンマイに行ってしまう。そ
んなとき、彼から思わぬ提案が……。

彼「チェンマイでも英語留学できる
よ！」
わたし「……ん？ タイだよね？」

チェンマイにはノマド生活を始めたば
かりの外国人がたくさんいて、英語の
先生をしている人も多いし、カフェに
行けば外国人だらけ。しかも、フィ
リピンへの留学は 2 カ月間で 40 万円
ちょっとの予定でしたが「チェンマイ
なら同じ金額で 4 カ月はいられるよ」
と言うではありませんか。
チェンマイなら彼もいるし、現地の生
活を楽しみながら英語も勉強できるの
ではないか、チェンマイの方が今やり
たいことに近いのかなと感じました

（正直ただ彼と一緒に行きたかっただ
けかも）。

そこで、行き先をフィリピンのセブか
らタイのチェンマイに変更しました。

友達や先輩にそのことを話すと、「留
学して帰ってきたら何するの？」「出
会 っ た ば か り の 彼 氏 に つ い て い く
の？」「別れたらどうするの？」など、
心配してくれる人がたくさんいまし
た。
でも、わたしの答えはいつも同じでし
た。

「先のことは考えていません」

わたしは元々とても心配性で、先のこ
とを考えすぎて、結局何も行動できな
いような性格でした。そんなわたしが
先のことを考えないまま行動に移そう
とするなんて、異例中の異例なのです。
自分を変えたい、変わりたいと強く思
い、実際に変わり始めていたからこそ
の決断でした。
行動をしなければ何も変わらない。で
も、行動を起こせばプラスでもマイナ
スでも、何かが動くと思ったのです。

わたしの場合は、美容師の資格があり、
日本に帰ってきても働ける見込みがあ
る。はじめての海外生活をサポートし
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てくれる彼がいる。ちょうど海外留学
を計画していた。タイミングはバッチ
リ！
やりたいことがあって、それができる
環境もチャンスもあるのに、やらない
理由なんてない。やってみて得るもの
があればそれで良し、なければそれも
良し。
このころからわたしのモットーが「と
りあえずやってみよっ」になった気が
します。

▽チェンマイでの 5 カ月

彼はわたしより 2 カ月ほど先にチェ
ンマイに到着し、友達作りや仲間集め
をしていました。
わたしが到着したのは 11 月の頭。日
本は冬に向けて少しずつ寒くなってい
ましたが、チェンマイ空港はムシムシ
の夏。「アジアに来た！」という実感
が湧いた瞬間でした。

チェンマイに到着して最初の 2 週間
は、彼と 2 人でチェンマイに住むデ
ジタルノマドの人たちに会ったり、少
し遠くに旅行したりとのんびり楽しん

でいました。ところが、早くも日本語
が恋しくなってしまったのです。
彼は日本語が堪能ですが、その仲間た
ちはもちろん英語のみ。最初のうちは
英語漬けの環境でうれしいなと思って
いましたが、英語ネイティブの人や英
語が堪能な外国人の輪の中にいても、
何を話しているか理解できない、質問
されても答えられない、笑うタイミン
グでとりあえず笑うことしかできない
という状況は、かなりつらかったです。
当時のわたしの英語力は中学生以下。
このときほど英語ができればどんなに
楽しいだろうと凹んだことはありませ
ん。あまりの孤独感と不甲斐なさで泣
いてしまった日もありました。
でも、くよくよしている暇はない！ 
ここは異国の地・チェンマイ。早く英
語の勉強を始めようと学校探しを始め
ることにしました。

チェンマイにはたくさんの英語学校が
あり、いろいろな学校を見学して回
りました。そんな中、たまたまネッ
トで見つけたのが、日本人が経営す
る日本人のための英会話学校「TES.
English」。日本語が恋しい状況ですか
ら、もちろん即食いつきました。
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学校に行ってみると、日本人のオー
ナーさんが優しく迎え入れてくれまし
た。他の語学学校とは違い、スケジュー
ルなど臨機応変に対応してくれる柔軟
さに感激！ すぐに入学を決めました。
こうして、普段は英語漬け、学校に行
けば日本人に会えるという最高の環境
が整ったわけです。

はじめてのチェンマイ生活は、 5 カ月
間続きました。
この期間にしたことは英語の勉強がメ
インですが、元美容師ということもあ
り、友達の髪を切ってあげたりもして
いました。最初にカットさせてくれた
のは、彼の親友のアイザック。
アイザックはチェンマイで暮らすデジ
タルノマドで、英語ができないわたし
にも積極的に話しかけてくれる優しい
男性です。

このときアイザックは、リモートワー
クが主な収入源でした（今はチェンマ
イで出会った仲間と新しいビジネスを
立ち上げています）。
みんな母国から離れてオンラインで仕
事をしながら、チェンマイで生活して
いる。しかも、ちょっとミャンマー行っ

てくる！ とか、ちょっとドイツ行っ
てくるわ！ とか、すごく自由。
スマホがチャリンと鳴って、「あ、今
本が売れた」なんてことも。このと
き、ワインを飲みながら一緒に食事を
していたんですよ。でもネットの世界
はしっかり動いていて、誰かがどこか
で本を購入したわけです。これってす
ごいことだなと感動しました。
わたしは貯金を切り崩す生活をしてい
たので、このころからオンラインで仕
事をしたいと考え始めました。

わたし「わたしもオンラインで稼ぎた
いな……」
彼「できるんじゃない？ チェンマイ
の本を出したらいいよ！ もうチェ
ン マ イ の こ と た く さ ん 知 っ て る で
しょ？」
わたし「ん？ 本を出す？ わたしが？ 
どうやって？」
彼「俺も本出したことあるけど、簡単
にできるよ」
わたし「そうなの？ でもお金かかる
んでしょ？」
彼「電子書籍なら全然お金をかけずに
できるよ！」
わたし「ホントに？」



GIRLS NOMAD LIFE

www.girls-nomadlife.com 111

彼「ホント！」
わたし「できると思う？」
彼「できると思う！」
わたし「じゃあ、やってみよう！」

このときの自分は不思議なくらい行動
的で、大して迷いもなく出版を決意し
ました。
カフェが好きなので、カフェ本を出そ
うと思いましたが、チェンマイのカ
フェ情報はネット上にあふれていま
す。これは本を出しても売れる見込み
が少ないな……と思っていたある日の
こと。
アイザックがたまたま家に遊びに来て
いて「旅行の工程を作ってあげたらど
うかな？ 旅行の日程をたくさん作っ
て載せれば、みんな迷わなくて済むし」
と提案してくれたのです。わたしと彼
は一瞬目を合わせ、「Good idea!!」と
盛り上がりました。
小学校の遠足で配られた「遠足のしお
り」のように、持ち物や行動日程など
が記されたガイドブックがあったら、
きっと役に立つ！
こうしてチェンマイのガイドブック

『旅のしおり』が発売に向かって動き
出したのです。

ビザの関係で 1 カ月後に日本への帰
国を控えていたわたしは、ガイドブッ
クに掲載したいお店や観光スポット
の写真を撮り溜めして、大まかな内
容だけを決めて帰国しました。
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▽チェンマイのガイドブック
発売

日本に帰国後、最初にしたのは失業給
付金の申請でした。自己都合退職だっ
たので、給付金が支払われるのは 3 
カ月後。この間にガイドブックを完成
させてしまおうと考えました。

当時はフォトショップやイラストレー
ターなどのソフトの知識はまったくな
かったので、ワードで 1 ページずつ
作成しました。写真を切り抜くのも一
苦労。ページレイアウトを考えるのも
はじめてだったので、とにかく大変で
した。

コンセプトは、休みが少ない日本人の
ための、短い日数で効率良く旅行を楽
しめるガイドブック。チェンマイにい
る間に集めた情報を整理して、歩く順
番を意識しながら、なるべく時間のロ
スなく観光スポットを巡れるように設
定しました。
ここからここは行きやすいとか、ここ
に行くならランチは通り道にあってお
いしいこの店だな、などと考える作業
は、実際に住んでいたわたしにしかで

きないこと。そう思うと、すごく価値
があることに思えてうれしかったで
す。そして、各スポットの説明や実際
に行った感想、写真加工とレイアウト
の作成をこつこつと進めました。

こうして完成した全 50 ページのガイ
ドブックは、日本への帰国から約 1 カ
月後に発売の日を迎えました。
フェイスブックで報告したら、みんな
がシェアしてくれて、最初の 1 週間で
480 ダウンロードを達成。出版経験の
ないわたしがガイドブックを出版する
なんて、みんなもびっくりしたと思い
ます。出版という計画を立てて、実行
した経験は大きな自信になりました。
この本は現在アップデートしています
が、最初の完成データは本当に大切な
宝物です。

さて、このころには、もう心はノマド
生活へまっしぐらなわけです。彼も
チェンマイから応援してくれている
し、何としてもまたチェンマイに戻り
たいと強く思いました。
まずは、しばらく日本で生活しながら、
ノマドになるための作戦を立てること
にしました。
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ガイドブックの制作と同時進行してい
たのが、ハローワークで募集している
職業訓練校への応募です。
職業訓練校には「ネットワーク構築科」

「グラフィックデザイン科」など、い
ろいろな勉強ができるコースがそろっ
ています。わたしは Web 上で仕事を
もらうスキルを身につけるため「Web
デザイナー育成科」に応募しました。
ところが、まさかの落選。デザイン系
は人気が高く、たまに定員オーバーに
なって落選する人もいるそうです。
次の応募は 1 カ月後。もちろん再挑
戦するつもりでしたが、それまで何を
するか悩みました。

▽アクセサリー販売に挑戦

そんなときに思いついたのが、いつか
やってみたいと思っていたハンドメイ
ドアクセサリーの制作販売。
当時、自分の持ち物をネット販売でき
るアプリにはまっていたわたしは、そ
こでハンドメイドアクセサリーを売っ
ている人を見つけたのです。とてもか
わいくてほしいなぁと思ったけど、な
かなかのお値段で手が出せず。でもよ

く考えたら、自分でも作れるのでは？ 
と思ったのです。

時間はある。思い立ったが吉日。
パーツ屋さんで好きなものをいろいろ
買い込んで、せっせと新作作り。ブラ
ンドコンセプトなどを考え、 2 週間後
にはアクセサリーの販売を開始しまし
た。

ところが、実際販売するにあたり、ど
のように宣伝するかなどのマーケティ
ング施策がゼロだということに気づい
たのです。
自分がほしいものを作ればいいと思っ
ていましたが、だんだんアイデアもな
くなり……。結局この企画は 3 カ月
ほどで終わりを迎えました。
この経験から、商品を販売するには、
最初にかかるコスト、利益が出るまで
の費用など、長い目で見て計画するこ
とが必要だということ、マーケティン
グの知識も身につけた方がいいことに
気づきました。

ハンドメイドの作品を販売している人
はたくさんいるけど、そう簡単に成果
を上げられるものではないんですね。
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物を売ることの難しさを実感しまし
た。

それでも、購入してくれた方もいたし、
カフェの一角に置かせてもらったり、
友達のネイルサロンで販売してもらっ
たりと、たくさんの方の優しさに触れ
ることができました。

▽職業訓練校で Web の勉強

前回落選してしまった職業訓練校です
が、次の応募で無事合格。アクセサリー
作りを始めてから約 1 カ月後に、池

袋にある学校に入学することになりま
した。

「Web クリエータ養成科」は、約 3 カ
月間でフォトショップやイラストレー
ター、ドリームウィーバーの操作を学
び、実際にサイト作成をするコース。
週 5 日の通学で、午前中は講義形式
の授業があり、午後はアドビソフトを
使った実技。生徒は 20 代から 60 代
までと幅広く、先生は現役 Web デザ
イナーでした。
教科書に沿って操作方法や機能を学
び、バナーやポストカードを作成。最
終的にはサイトを 1 つ完成させ、み
んなの前で発表して卒業です。
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デザインやコーディングの作業はすご
く楽しかったし、スキルが上がってノ
マドに近づいている実感があったの
で、充実した日々を送っていました。
あっという間に 3 カ月が過ぎ、就活
を始める時期になりましたが、ここか
らが大変でした。Web デザインや制
作の仕事がしたかったわたしは、いろ
んなところで求人情報を見つけ、たく
さん応募しました。
応募先は派遣会社がメインだったので
すが、これがなかなか決まらない。サ
イト上には「未経験 OK」と書いてあっ
ても、実際に行ってみると結局ダメ
だったということもありました。
他業種からの転職、しかも実務未経験
というのがネックになり、制作会社は
全滅。EC サイトの更新業務なども経
験がないとダメ。そもそも未経験の人
材を採用する企業がほとんどなく、途
方に暮れたのを覚えています。

結局卒業から 2 カ月かかって、やっ
と仕事が決まりました。ここでバナー
を作ったり、サイトのデザインをした
りと実務経験を積んだわたしは、次な
る目的地のベトナム・ホーチミンに向
かいました。

なぜホーチミンにしたかというと、そ
のときアイザックが住んでいたのと、
実際に住んでみたかった場所だから。
彼と相談して決めました。

▽ホーチミンでの 3 カ月

ホーチミンでは、アイザックのベトナ
ム人の彼女も仲間に加わり、バーベ
キューをしたり、ダナンに旅行に行っ
たりと楽しい日々を過ごしました。
同時に、この先何をしたいのか、どう
なっていきたいのかを紙に書き出した
りしました。紙に書くことによって、
頭の中が混乱していても、実際は意外
とシンプルだったり、そんなに大変で
はないことに気づけたりするのです。

わたしの目指すノマド生活は、主にデ
ザインで収入を得ながら、ガイドブッ
クなどの書籍をこつこつと発売し、書
籍の収入が安定してきたら書籍作成を
メインにしていくというものです。
なので、まずはすでに出版している
チェンマイのガイドブックのカップル
編を出すこと、さらにホーチミンのガ
イドブックのためのリサーチも開始し



GIRLS NOMAD LIFE

www.girls-nomadlife.com 116

ました。それから、ホーチミン滞在中
にやることリストも作りました。

・友達の髪をカット
・ポートフォリオ作成
・クラウドワークスで仕事探し
・『旅のしおり』カップル編作成
・ホーチミンガイドブック構成
・『旅のしおり』のマーケティング
・インスタを再開
・ブログを WordPress に移行
・現地ツアーガイド

この中で一番大変だったのは、『旅の
しおり』を知ってもらうためのマーケ
ティングでした。
SNS で発信する以外に、タイやチェ
ンマイ、旅に関するブログを書いてい
る人に連絡を取り、ブログで紹介して
もらったり、ゲストブログをお願いし
たり。はじめての作業が多く、精神的
にも疲れました。
元々マメに連絡を取ったり、SNS を
アップしたりするのが得意ではないの
で、お会いしたことのない方に連絡し
て、しかも自分の本を紹介してほしい
とお願いするなんて、勇気を振り絞ら
ないとできないことでした。

皆さんとても親切で、素敵な文章と一
緒にガイドブックを紹介してくれて感
激。大きく成長できたホーチミン生活
でした。

▽再びチェンマイへ

その後、念願のチェンマイへ出発。
久しぶりに大好物のタイ料理を堪能し
て喜んだのもつかの間、約１カ月後に
彼が仕事の関係でバリに行くことにな
りました。それも２カ月間。
海外ではずっと彼と生活していました
が、はじめて 1 人での海外生活が始
まることになったのです。チェンマイ
は慣れているし、知り合いもいるので
不安はそれほどなかったのですが、こ
れを機に SNS を活用して友達探しを
始めました。

まず最初に連絡したのは、チェンマイ
に来る前から SNS 上で気になってい
た Web デザイナーの女性。チェンマ
イで家探しをしているようだったの
で、きっとわたしと同じ長期滞在に違
いないと思い、早速連絡。お気に入り
のカフェで待ち合わせしました。
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そしてやってきたのがまやまやでし
た。まやまやは明るくてとっても話し
やすく、すぐに意気投合。彼女と話し
ていると、夢みたいな話が夢じゃなく
なるような気がして、1 日中話してい
られました。 そして、カフェで一緒
に仕事したり、夜は飲みに行ったりと、
一緒にチェンマイライフを楽しむよう
になりました。

それから数週間後、まやまやの知り合
いのショウヘイさんとお会いしたとき
のことです。ショウヘイさんが「チェ
ンマイに住んでるノマドの女性 2 人
組ってレアじゃない？ 2 人で何かす
ればいいのに」と言うのです。
彼は本当に頭の良い人で、その場でい
ろんなアイデアを出してくれました。
彼の言葉がきっかけで、2 週間後にわ
たしとまやまやは『GIRLS NOMAD 
LIFE』というメディアを立ち上げ、
これからノマドを始める方に役に立つ
サイトを作ることにしました。
アイデアをすぐに実行できる相方に出
会ったこと、アイデアを出してくれる
人に出会ったことは偶然か必然か、ど
ちらにしても感謝でいっぱいです。
この時期から『旅のしおり』の販売数

もどんどん伸び始め、過去最高を記録
しました。チェンマイで出会う人が「ガ
イドブック読みました」「とっても役
に立ちました」などと声をかけてくれ
たり、メッセージをくれる方も増えて、
とても感動したのを覚えています。

その後、ホーチミンのガイドブックも
作成し、販売しました。コンセプトは

「フォトジェニック」。ホーチミンのお
しゃれなカフェやホテルなど、思わず
SNS にアップしたくなるスポットを
集めました。
実際に SNS に写真をアップしている
人に連絡して素敵な写真を提供してい
ただいたりと、以前とは違った方法で
作成。電子書籍だけではもったいない
ほど素敵な本に仕上がり、大満足です。

▽これからの自分

これがわたしの身に起こった一連の出
来事です。約 3 年の間に、いろんな
ことがありました。
ノマド生活を始めたわたしですが、ま
だまだ初心者。これからもっと勉強し
て、スキルアップしていこうと思って
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います。

今のわたしは、とにかく後悔したくな
いという思いが強いです。やってみ
たいことはやらないと気が済まない。
やってハマらなければ、やめればいい
だけのこと。
人生は 1 度きり。死ぬときは、わた
しに生まれてきて良かったと思いたい
し、後悔したくない。だから、どんな
状況でも自分の心に正直に行動するよ
うにしています。
何かを変えたいと思ったときは、勇気

が必要です。でも、1 歩を踏み出す勇
気がわたしを変えてくれました。無謀
なことをやる必要はないけれど、自分
が喜ぶこと、楽しいこと、ワクワクす
ることなら何でもやってみたい。
人生設計を考えるとき、この先どうし
たいのかが分からないなら「とりあえ
ず興味があることをやってみる」とい
うのは、最初のステップとしておすす
めです。
わたしの心にある言葉は今も「とりあ
えずやってみよっ」です。
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Maya's Story 
（旅する WEB デザイ
ナー）

わたしは今、大好きなタイを拠点に旅
をしながら、PC １つでデザインの仕
事をしたりメディアの運営をしていま
す。朝起きてカフェで仕事をし、仕事
が終わったら街へ冒険に。そして週末
は少し遠出してエキサイティングな旅
を……。そんな生活は「自分のための
人生」だということを日々感じさせて
くれます。

こんなわたしが「旅をしながら生きて
いきたい」と初めて思ったのは、22
歳のときでした。

海外を 3 ヶ月かけてはじめて一人で
旅をしてきた私は、完全に旅の魅力の
虜に。こんなにも刺激的で充実感に満
ちた体験があったなんて……。
これからも旅を続けたい。もっといろ
んなものを見て、たくさんの人と出会
いたい。そんな風に考える中で出会っ
たのが、「ノマド」という生き方でした。

世界に出てみると、旅をしながら仕事
を続けるたくさんの旅人がいます。
だけど、わたしは何の取り柄も特技も
ない普通の大学生で、おまけに小心者
で自分に自信もない人間。
こんな私でも自由な旅人のような生き
方ができるんだろうか。

仕事は？ お金は？ そもそもノマドっ
てどうやってなるの？
分からないことの山積みで、わたしに
は未知すぎる世界。

不安はたくさんあったけど、せっかく
の 1 度きりの人生だから、失敗して
もいい、好きなように生きてみよう。
そう決意して、旅をしながら働く自分
なりのノマド生活をスタートさせまし
た。

▽大学を休学して旅に出た 21
歳の夏

大学 3 年生の秋。当時力を入れてい
た大学祭のイベントも終わり、周りは
就職活動一色に。
友達がだんだんと進路を決めていく中
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で、特に夢もやりたいこともなかった
わたしは、就職活動の始め方も分から
ず完全に出遅れた日々を送っていまし
た。

「自分はどんな風に生きたいんだろう
……。」

そんな答えも分からないのに受けたい
企業なんて見つかるはずもなく、心の
中は周りから取り残されていく焦りと
将来への不安でいっぱい。

そんなわたしは、田舎で育ったせいか
昔から海外への憧れが強く、旅の番組
や世界の絶景の本を見ては、「いつか
わたしも自分の目でこんな世界を見て
みたいなぁ」と心の中で夢見ているよ
うな人間で、それは自分の中でちょっ
とした息抜きでもありました。

ロマンチックなヨーロッパの街並み。
透き通るように青い南国の海。
ラクダに乗って歩く、満天の星空に照
らされたサハラ砂漠。
人がいっぱいで熱気にあふれているイ
ンドや東南アジアの国々。

流れるような旅人の景色は、どれもい
つか行ってみたい夢のまた夢の世界で
した。

そんなある日、就活でたまったストレ
スを解消しようと、現実逃避のつもり
でいつものように本屋で旅の本を読ん
でいたときのこと。「いつか行ってみ
たい、いつか見てみたいって言ってる
けど、一体いつやるの？」。そんなこ
とをふと思ったんです。就職したら、
結婚したら、子どもができたら……？ 
きっと大学生の今より自由な時間は減
るし、環境的にもやりにくくなるのは
間違いありません（もちろんやろうと
思ったらできるけど）。いつもお金が
ないとか、わたしにはそんなことでき
ないって言い訳を見つけて、やりたい
ことから逃げていた自分にそのとき気
がつきました。

「今やらなきゃ、きっとわたしは一生
やらない気がする」。そんなことを感
じ、いつか旅してみたいなというただ
の憧れから、本当に旅に出る方法を考
え始めました。
だけど、今まで中学、高校、大学と周
りと同じレールの上を歩く人生だった
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わたしにとって、友達と離れて違うこ
とをするっていうのはとても勇気がい
ることで、しかも１人で海外に旅に出
るなんて……。無理無理！ 絶対無理！ 
英語も話せないし、そもそもパック旅
行じゃない旅ってどうやってやるの !? 
それすら分からない。

でも、いつからかそんな不安な気持ち
より、何か言い訳をして自分のやりた
いことをごまかして生きていくよう
な、そんな自分にはなりたくない、そ
んな自分を変えたいという思いの方が
強くなっていきました。

そして、中途半端な口だけの自分とお
さらばするために、そして夢をかなえ
るために、一人旅に出ることを決意。
1 年間大学を休学する手続きをしたあ
と、目をつぶってまだ見たことのない
世界に飛び込むようなつもりで、片道
航空券を握りしめて旅に出ました。

▽はじめて自分の足で旅をし
た物語のような世界

旅に出ると決意してからは、心の中の
モヤモヤがスーッと晴れていくような
感覚で、不安は山のようにあるけど、
不思議と後悔はありませんでした。

きっと今までで一番自分に素直だった
からだと思います。はじめて「自分で
人生のかじを切っている！」そんな感
覚を強く感じました。

そしていよいよわたしのはじめての一
人旅が始まりました。

ルートは東南アジアからインド、エジ
プト、シリア、ヨルダンを抜けてヨー
ロッパへ！ そんな感じで大まかに国
だけ決めてスタートしました。

最初の街はインドネシアのジャカル
タ。片道航空券で来たからか、着いて
早速入国審査で別室に連れて行かれて
事情聴取されたのも良い思い出です。

入国審査を終えて荷物を受け取り、到
着ゲートを抜けると、そこは人・人・
人！ 「おぉ、〜わたしは外国にいるん
だ…！」今でも、あのときの感動は忘
れられません。
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当時はまだスマホを持っていなかった
ので、サクッと現地の情報を調べるこ
ともできず、頼りになるのは分厚い『地
球の歩き方』と事前に個人のブログを
巡って調べた細かい情報のメモだけ。
分からないことは拙い英語で現地の人
に聞きながら、一つ一つトラブルを乗
り越えているうちに、旅に出る前にわ
たしが不安がっていたことは、どれも
小さなことだったんだなと感じまし
た。世界は思っていたよりずっとたく
さんの優しさであふれていました。

旅をしている最中は、刺激と感動にあ
ふれる毎日。

陸路で国境を越えたり、現地でできた
友達の家にホームステイしてみたり、
アザーンの音で目覚めるインドの朝を
体験したり、ガイドブックに載ってい
ない素敵な場所もたくさん見つけた
し、涙を流して別れるほどの出会いも
ありました。

今までは想像するだけだった憧れの旅
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人の世界がそこにはあり、まるで物語
の中を生きているような気持ち。

そんな景色と出会えたのも、「旅をし
よう」と勇気を出して一歩踏み出した
からこそであり、少しドロップアウト
して周りと違う道を歩くことになった
けど、少しも後悔はありません。旅を
通して見たもの、学んだこと、感じた
ことは、わたしにとってどれも人生の
宝物になりました。

▽人生の 100 のリスト

旅も終わりに近づいたある日の夜、わ
たしは泊まっていた宿の部屋で「人生
の 100 のリスト」をノートに書いて
いました。
旅の中で愛読していた、ロバート・ハ
リス著の『エグザイルス』という本の
中で、ある冒険家が人生でやりたいこ
とをリストにして書き出し、一つ一つ
やり遂げながら自分の思い描いた人生
を実際に作り上げていったというス
トーリーに感動して、わたしも自分の
人生のシナリオを書こう！ と思った
わけです。

やり方は簡単で、ノートとペンを用意
して、自分の人生でやってみたいなと
思うことを 100 個書き出すだけ。内
容は何でもいいし、100 個以上あって
も構いません。

わたしが当時実際に書いた 100 のリ
ストの中身はこんな感じ。（一部）

・世界一周の旅に出る
・世界で一番好きな人と結婚する
・マザーテレサの家でボランティアを
する
・物知りなおばあちゃんになる
・グラフィックデザインの技術を習得
する
・日本で困っている外国人を助ける
・海外に住む
・仕事をしながらのんびり旅を続ける
・ガンジス川の見える宿の屋上でのん
びり昼寝をする
・マッサージを習得する
・自分の技術で誰かの役に立てる人間
になる
……などなど。

中にはくだらないものもあったし、達
成できたかどうか測る方法が分からな
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いものもたくさんありました。

でも書いていくうちに、何となくだけ
ど自分がやりたいことの方向性が見え
てきて、わたしの場合、旅を続けるこ
と、何かクリエイティブな方法で自分
を表現すること、そして自分の持って
いる力で誰かの役に立ちたいという思
いの 3 つだということに気がつきま
した。きっと旅に出ていなかったら、
こんなに素直な気持ちで自分と向き合
えなかったと思うし、やりたいことを
素直にやりたい！と言えていなかった
はず。私は旅を通して自分の生きてみ
たい道を見つけることができました。

そして書いては消してを繰り返しなが
ら、満足のいくリストを書き上げて、
このリストがわたしの次の人生という
旅のスタートになったのです。

▽会社員時代

旅から帰ったわたしは、リストに書い
た通り、旅をしながらでもできそう
な、人の役に立てる技術を身につけた
い！ と思い、以前から少し知識のあっ

た Web サイト制作の勉強を始めるこ
とにしました。
さっそく Web デザインの学校を探し、
平日の空いた時間と土日で学校へ通い
始めました。まだ大学も 1 年残って
いたので、半年ほどダブルスクールを
しながらアプリケーションの使い方や
Web 制作の基本的なスキルを頭にた
たき込み、その後は独学で作品を作っ
て勉強したことをブログで発信し続け
ました。
そのかいあってか、大学卒業と同時
くらいに、ブログを見てくれたある
Web 制作会社からお声がけをいただ
き、まずはアルバイトの Web デザイ
ナーアシスタントという形で就職する
ことができました。

働き出して最初の 1 年くらいは仕事
が毎日楽しくて、尊敬できる上司や先
輩、学べる環境にも恵まれて一つ一つ
の仕事にやりがいを感じていました。
はじめはバナー制作や修正作業ばかり
だったのが、先輩が作ったトップペー
ジを参考にして下層ページを担当した
り、大手のキャンペーンページを作っ
たり、大きなブランドのリニューアル
担当デザイナーも経験させてもらった
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り。できることが少しずつ増えてい
き、これから学びたいこと、できるよ
うになりたいこともたくさん出てきま
した。

しかし、仕事の幅が広がる一方で忙し
さも増し、毎日終電帰りで週末は持ち
帰った仕事に追われてなかなか気が休
まらない……という状況に苦しさを感
じるように。その結果、精神的なこと
もあって体調を壊すことが多くなり、
目の前の仕事を片づけるのに精一杯
で、自分で作った「人生の 100 のリ
スト」の存在すら忘れてしまっている
自分に気がつきました。

「わたしはこれからどうなりたいんだ
ろう。仕事はがんばりたいけどこのま
までいいのかな……」。中途半端な気
持ちで仕事に集中できないことが続く
毎日。いろいろ悩んだ結果、これから
どうするか環境を変えてゆっくり考え
直したいという思いが強くなってき
て、お世話になった会社を退職するこ
とに。2 年間の短い会社員生活でした
が、技術的にも、社会人としても、今
後の基礎を学べることができた貴重な
時間でした。今でも感謝の気持ちで

いっぱいです。

▽フリーランスに転身

退職後しばらくは、病院に通いながら
ゆっくりと過ごし、そろそろ次はどう
するか考えないとな〜と悩んでいたあ
る日のこと。都内で旅好きが集まるイ
ベントに参加する機会があり、そこで
旅をしながら仕事を続ける１人の女性
と出会いました。

その女性は、毎月いろんな国へ旅をし
ながらノマド的に仕事をするライフス
タイルを送っていて、旅先でアパレル
ブランドを立ち上げたり、旅の本を執
筆したりと、とにかく自由でパワフ
ル！ 初対面で話をしていても感じる
くらい、人を惹きつける魅力があふれ
ている人で、彼女の話を夢中になって
聞いている自分がいました。

「今月はハワイで本を書きながら、来
月からはお休みを取って 2 週間のヨー
ロッパ周遊旅行に行くよ！ パリにお
すすめのカフェがあるんだ〜。ここの
テラス席は、気持ち良くてとっても仕
事が捗るの！」そんな彼女とのワクワ
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クする会話は、「旅をしながら仕事を
したい」と思っていた自分の夢を思い
出させてくれました。

そして心の中に、旅をしていたときの
楽しさが蘇ってきて、「わたしもまた
旅を楽しみたい。次はフリーで仕事を
しながら時間もお金も無制限で！」そ
んな思いがふつふつと湧いてきたので
す。

ですが正直わたしには Web デザイ
ナーとしてフリーでやっていけるほど
の技術も知識もなかったし、誰か仕事
をくれる人がいるわけでもない。今回
は無難に転職して、もう少し技術を学
んで人脈を広げてクライアントを増や
してからにしようかな……なんて尻込
んでいたある日、こんな言葉と出会い
ました。

「したい人 1 万人、始める人 100 人、
続ける人 1 人」

1 万人がやりたいと思っていても、実
際に行動に移して続けられる人はたっ
たの 1 人……。
この言葉を聞いた時、自分は続けられ

る 1 人になりたい！ 口だけの人間で
はいたくない！ そんな思いを感じま
した。
自分にまだ足りないものや、できない
理由を数えていてもきりがない。
だったら失敗してもいいから、やれ
るだけのことをやってみよう！ とフ
リーランスの Web デザイナーとして
活動することを決意。
まず最初の一歩として、自分のブログ
を立ち上げ（それが現在のわたしのブ
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ログ「Slowmag.」）、思い切って「旅
する Web デザイナー」と名乗り、海
外ノマド生活を夢見てフリーランスで
の活動を始めました。

▽ 憧 れ の 海 外 ノ マ ド 生 活 に
チャレンジ

フリーランスになって最初の数ヵ月
は、土台作りとしてブログやツイッ
ターで発信し続ける毎日。そのうち知
り合いの紹介で LP（ランディングペー
ジ）作成の仕事をいただき、その方が
また知り合いを紹介してくれたり……
でありがたいことにどんどん仕事がつ
ながっていくようになりました。

最初のうちは営業が苦手だったので、
セミナーや飲み会に参加して知り合い
を増やし、ビジネス用の SNS アカウ
ントを作って定期的に発信するように
しました。名刺交換がメインの堅い交
流会だと緊張してしまうので、「旅好
きが集まるイベント」とか趣味に関係
する集まりならきっと楽しめるはず。
そういったところで知り合いを増や

し、念願だった旅関係のサイトをいく
つか作ることができました。

中にはわたしの技術不足のせいで途中
で終わってしまった仕事もありました
が、とにかく毎日が勉強。失敗して
も勉強になったな！ って思いながら、
クライアントとのやり取りやディレク
ション、タスク管理なども分からない
なりにがんばってやってると意外と何
とかなるものです。

そして 2016 年の春、ついにはじめて
の海外ノマド生活をするべくタイへと
渡りました。

タイは世界中のノマドワーカーに人気
で、私も大好きな国。旅行で数回来た
ことがあるとはいえ、今回は仕事もあ
るし、正直大丈夫かなという不安もあ
りましたが、まずはお試しノマドとし
て 2 ヵ月の期間を設定して挑戦する
ことにしました。
荷物は旅用のリュックに仕事用の PC
１つ。人間こんな少ない荷物で生きて
いけるんだってくらい身軽で、旅とは
また違った新しい生活に少し不安も抱
えながらも、わたしの新しいチャレン



GIRLS NOMAD LIFE

www.girls-nomadlife.com 128

ジがスタートしました。

タイでは、カフェやコワーキングス
ペースが多く、利便性の良いバンコク
とチェンマイを中心に滞在して、ゲス
トハウスを転々としながら、仕事に旅
にと忙しくも楽しい毎日。

「仕事をしながら」というのは、旅行
とはまた違った感覚で、行きたいとこ
ろには行きながらも、仕事の時間も
しっかり取る必要があります。なので、
案件を抱えすぎると、せっかく旅先に
いるのに遊びに行けなくなるし、逆に
遊びすぎるとお金がなくなってしまう
……。最初は仕事と旅のバランスをつ
かむのが難しいなと感じました。

ちなみに旅をしながら仕事をしている
時の生活はこんな感じ。
8:00 〜 起床してゲストハウスの共有
スペース（カフェ）でスカイプミーティ
ング
9:00 〜 コワーキングスペースやカ
フェに移動し、デザイン作業
12:00 〜 昼食を食べてから街を散策

（観光）忙しいときは仕事
15:00 〜 休憩（仕事のメールチェック、
明日の作業量チェック）

17:00 〜 夜のマーケットでショッピン
グ＆夕食
20:00 〜 ゲストハウスに戻りシャワー
を浴びて自分時間（読書やブログを書
いたり）

家で仕事をしているときは、ついダラ
ダラしてしまったり、運動不足になり
がちで。1 日中家にいるので、気持ち
がふさがったりすることもありました
が、旅先で働いているときは、たくさ
んのインスピレーションにあふれてい
て制作意欲も湧くし、午後から行きた
いところもあるのでダラダラできませ
ん。
作業時間も家にいたときの半分くらい
ですが、ダラダラする無駄な時間がな
くなった分、ほぼ同じ仕事量をこなせ
ました。あとタイだと、毎日マッサー
ジをしてもそれほど痛い出費にはなら
ないので、そこも疲れがたまらないポ
イントかもしれません（笑）。

わたしの場合、クライアントは 100％
日本の方だったので、基本的な仕事の
やりとりはメールやチャットを使い、
スカイプで新規案件の打ち合わせをし
たりも。ゲストハウスやカフェ、コ
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ワーキングスペースはどこもフリーで
wi-Fi が使えるので、仕事場所に困る
ことはありませんでした。
そして週末や仕事のスケジュールが空
いたときは、チェンマイから飛行機に
乗ってプーケットのビーチまで遊びに
行ったり、念願のバックパッカーアイ
ランドのピピ島にも行くことができま
した。さらにこの期間中に、チェンマ
イでタイ古式マッサージの学校に通

い、セラピストの資格を取得したりも。
旅、仕事、勉強の両立はさすがに忙し
かったですが、やりたいと思ったらす
ぐ行動に移せる自由はフリーランスの
特権だと思います。

○ 2 ヵ月のノマド期間中に行ったこ
と
・バンコクとチェンマイの 2 都市を旅
行
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・LP の新規作成（2 本）
・外注でバナーの作成
・ブログや SNS（ツイッター、インス
タグラム）で海外ノマド生活を発信
・1 泊 2 日のアユタヤ旅行
・水かけ祭りの「ソンクラーン」を体
験
・友人の結婚式で流すプロフィール
ムービーの作成
・プーケット、ピピ島、クラビをビー
チトリップ
・チェンマイのスクールでタイ古式
マッサージを学び、タイ文部省認可の
セラピストに

はじめての海外ノマド生活は、やりた
いことがたくさんあって毎日忙しかっ
たですが、とっても充実した 2 ヵ月
間を送ることができました。そして憧
れていたライフスタイルを少しでも体
験できたことで、夢だったことががん
ばればかなえられそうな目標になり、
少し前進することができました。

▽もっと理想的なノマド生活
を送るために

今回の経験を通して、自分が思ってい
る理想の生活を送るために今足りてい
ないものは、安定した収入と、単純に
お金だということに気がついたわたし
は、帰国後、運良く業務委託で働かせ
ていただける会社と出会い、まずは定
期的な仕事を確保。その後、タイで学
んだマッサージの技術を生かすべく、
セラピストとして都内のマッサージ屋
で深夜のアルバイトをしてお金をため
ることにしました。そんな中で、少し
ずつわたしの夢に耳を傾けて応援して
くれる人が現れ、この出会いもやる気
へとつながりました。

そんな準備期間を経て、わたしは再び
タイのチェンマイへ。
チェンマイを選んだ理由は、街の雰囲
気が穏やかで落ち着くのと、治安が良
くはじめての海外長期滞在でも住みや
すそうだなと感じたから。しかもチェ
ンマイはノマドワーカーが集まる街と
しても有名で、街中にかわいくてお
しゃれなカフェがあふれ、隣は欧米人
のノマドワーカーだったりと、多国籍
かつ刺激的な空気の中で仕事ができま
す。中心部は 4 km ほどと決しては大
きくはないですが、何ヵ月滞在しても
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飽きることがありません。以前来たと
きに、この街のスローな空気が大好き
になりました。そして今度は帰る時期
も決めず、できるところまでやってみ
ようという思いで現地の部屋を借り、
暮らすようなスタイルでノマド生活を
始めました。

わたしが住んでいた場所は中心部への
アクセスもいい新築のコンドミニアム
で、家具はもちろん、プールやサウ
ナ、ジムもついていて、1 ヵ月 4 万円
とタイならではの値段！ 日本じゃこ
んな部屋に住めないので、海外ノマド
になって良かったな〜と思いました

（笑）。部屋を借りるということで手続
きの面で少し不安に思っていたのです
が、タイはパスポートと預け金があれ
ば部屋を借りれるし、簡単な英語での
やり取りのみで、空いていれば即日入
居もできます。心配していたような難
しいことは１つもありませんでした。
1 ヵ月にかかるお金も、月 1 で国内旅
行をしたとしても全部で 10 万円ほど。
東京にいたときは 4.5 畳で 7 万円の
シェアハウスに住んでいたので、この
チェンマイの物価の安さは駆け出しフ
リーランスのわたしにはとてもありが

たかったです（特別な贅沢をしなけれ
ば 5 万円ほどで生活することもでき
ます）。

そして、そんな生活の中で最初に出
会ったのが、同じくチェンマイでノマ
ド生活を送るガイドブックライターの
たいちゃんでした。移動が多い生活だ
となかなか難しいかもしれませんが、
ゆっくり滞在型のスタイルにしたこと
で、現地で一緒に仕事したり、食事を
するノマド仲間を作ることができ、こ
れは新しい発見でした。

１人では難しいなと思っていたこと
が、２人だとどんどん広がっていき、
すっかり意気投合したわたしたちは一
緒にやりたいことがどんどん出てくる
ように。その中の１つが「チェンマイ
のノマド情報を発信するメディアを作
ろう！」というアイデア。アドバイス
をもらいながら早速形にして公開する
と、つながりがつながりを生み、ノマ
ドの輪はたくさん広がっていきまし
た。今までは毎日１人で仕事したり旅
をする日々でしたが、そこからはチェ
ンマイに集まった人たちでごはん会を
開いたり、ノマド女子会を開いて一緒
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に作業したり、お茶をしたりと、毎日
がもっと楽しくなっていきました。
さらに、出会いは同じノマド仲間だけ
に限りません。チェンマイに集まる世
界中のノマドワーカーはもちろん、日
本語を学びたいタイの学生や、日本人
に自分のお店を紹介したいお店のオー
ナー、さらに日本語でガイドブックを
作りたい現地の旅行会社の方々など、
つながりがどんどん広がっていくよう
になったんです。

このように行動次第で現地での仕事開
拓も可能です。人見知りのわたしでも
これだけ出会いが多いので、本気でや
ろうと思えば、可能性は無限大！ 考
えるだけでワクワクしてきます。
今後は、現在のデザインの仕事を続
けるのはもちろん、『GIRLS NOMAD 
LIFE』というメディアを通してノマ
ド生活にチャレンジしたい人のために
有益な情報を発信しながら、いろんな
人を巻き込んで、新しいことにもチャ
レンジしていく予定です。そして、自
分なりの理想的なライフスタイルを見
つけられたらいいなと思います。

▽これからの自分

こう振り返ってみると、模索しながら
も自分で描いた理想の姿を少しずつか
なえられているかなと感じます。
時には迷ったり、自分にはこんなこと
できない……って思うこともたくさん
ありましたが、そんな弱さを乗り越え
られたのは、ほんの少しの勇気と、行
動したからこそ出会えた多くの人との
つながりがあったからでした。

わたしたちは、なりたい自分になれる
し、自分で思い描いた人生を生きるこ
とができます。

せっかく自分の人生をどう生きるか決
められるなら、わたしは夢見るだけの
人生より夢をかなえる人生を選びた
い。その違いは、「やる」か「やらない」
か、それだけなんだなと旅に出て気が
つくことができました。

未来は一つ一つの小さな選択の先にあ
ります。自分には難しい夢だと思って
も、一つ一つ努力を積み重ねていけば、
気がついたらきっと手の届くところで
待っていてくれる、そんな気がします。
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わたしのノマド生活はまだまだ始
まったばかり。
タイだけじゃなく、もっといろんな
国にも行ってみたいし、学びたいこ
ともたくさん出てきました。

たまに自分に自信がなくなったり、
こんなことできるはずがないってく
じけそうになることもあるかもしれ
ないけど、そんなときは「人生の 100
のリスト」に書いた理想の人生のシ

ナリオを思い出して、ワクワクを取り
戻せばいい。できない理由を考えるよ
り、楽しい気持ちで乗り越えながら、
１度きりの人生を前向きにがんばれる
自分でいたいです。

「1 年後はきっともっと楽しくなって
いるはず！」そんな風に自分の未来に
ワクワクできるような生き方をしてい
きたいなと思います。
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Enjoy your life
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THANK YOU
あとがき

何かが変わるきっかけは、いつも出会いから始まるような気がしています。た
だ考えているよりも、迷って何もしないよりも、少しでも行動することで心を
動かす人や物、言葉に出会えるチャンスが広がります。「この本をダウンロード
して読んだ」というのも、あなたが行動してつかんだ出会い。
現役ノマドガールのリアルを読んで、ノマドになりたいと思うのか、なりたく
ないと思うのか。どちらにしても、「ノマドライフ」に対する答えに、少しでも
近づけたのならうれしく思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

Photo by Yuko Yamamoto

Taira Maya
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