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Ⅰ．はじめに： ビフォーアフター事例集の読み方 「３つのポイント」 

 

① すべての事例について、 

「Before＝現状は？、After＝結果は？、How＝どう解決した？」 の流れで構成しています。 

 

② 「How?」 については、どの 「１枚」 フレームワーク🄬 を使ったのか？を明記しています。 

 

③ 事例を読むだけで 「学びや気づき」 を促せるよう、「浅田のピンポイント解説」 をつけました。 

 

 

 

Ⅱ．（補足） 初学者のために： ９つの 「１枚」 フレームワーク🄬 ミニ解説 

 

・「エクセル１」： 

全ての「１枚」フレームワーク🄬のベースとなる型。 

思考整理、コミュニケーション、タイムマネジメント、問題解決、 

戦略立案、読書、願望実現、習慣化、マインドセット等々、 

オールラウンドに活躍するシンプルにして万能の「１枚」の型。 

 

 

・「テーブル２」： 

「比較」「マトリクス」を使った思考整理やコミュニケーションに特化 

した「１枚」の型。「比べながら」「見ながら」思考整理することで 

「気づきやアイデア」が得られる、あるいは、見せて伝えることで 

「あっさり伝わってしまう」体験をする受講者が続出している「１枚」。 
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・「ロジック３」： 

ロジカルシンキング・論理的コミュニケーションを「１枚」書くだけで実践 

できるフレームワーク。網羅性を重視したロジックツリー方式ではなく、 

「伝わりやすいか」「記憶に残りやすいか」「行動に移しやすいか」等、 

 徹底的に「仕事で役立つか」にこだわった超実践的な「１枚」論理術。 

 

 

・「リード４」： 

１冊の本を、１５分前後で、人にわかりやすく説明できるレベルで 

「１枚」にまとめられるという、情報洪水時代に必須の読書の型。 

はじめは半信半疑の受講者も、その精緻なメカニズムを理解・実践 

することで、大半が現状の３～５倍以上の読書量を実現している。 

 

 

・「アクセプト５/パーパス５」： 

他者への共感能力を高める「１枚」。また、仕事の目的を「１枚」書くだけ 

で見える化できるフレームワークでもある。相手への共感と仕事の目的 

がなぜこの「１枚」の型で両立するのか？この答えが腑に落ちたことで、 

仕事観が根本から変わった受講者多数。仕事の核となる「１枚」の型。 

 

 

・「ストーリー６/ブレイク６」： 

「物語る力」「相手の感情を動かす伝え方」が身につく「１枚」の型。 

また、プロジェクトや大きな目標を達成するうえで必須となる「シナリオ」 

「構想」等を描く使い方も可能。型のカタチは同じだが、前者の目的では 

「ストーリー６」、後者の際は「ブレイク６」と名称を変えて使用する。 

 

 

・「プライオリティ７」： 

「１枚」書くだけで「優先順位をつける」ことができるフレームワーク。 

また、「優先順位をつける力」の正体の１つである「質問力」についても、  

この「１枚」で飛躍的に高めることが可能。加えて、名著『７つの習慣』的 

な思考・行動習慣を身につけたい人にも格好の「１枚」となっている。 
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・「ソリューション８」： 

「１枚」ワークスの総本山・総決算的なフレームワーク。ビジネススキル 

の中でも最重要となる「問題解決力」を、「１枚」で磨いていく型。  

問題解決力について学んだことがないビジネスパーソンはもちろん、 

問題解決マニアの目からもウロコがおちる超実践的に昇華された技法。 

 

 

・「フォーチュン９/モデル９」： 

成功者・名経営者の多くが「ポジティブ思考・強運者」という認識のもと、 

どうすれば彼らのマインドセットを自身にインストールできるかという観点 

で開発したフレームワーク。運とは何か？を研究したうえで型化している 

ため、実際に幸運体質になった人が続出。最もユニークな「１枚」の型。 

 

 

 

 

Ⅲ．本編： 劇的！「１枚」 ビフォーアフター事例集 

 

事例集 vol. 05です。今回も以下の３名の受講者の方から３例ずつ、合計９つの実践例をご紹介させて頂きます。 

 

・Y さんは、製薬会社で研修担当をされている方です。 

  

・Aさんは、個人起業家として、セミナーやカウンセリングをされている方です。 

 

・Ｗさんは、ＩＴ企業に勤めながら、複業としてコンテンツ配信やセミナー開催等もされている方です。 

 

既に vol.04までで３６事例をご紹介していますが、まだまだ今回も、多種多様なケースを知ることができます。 

ぜひ、「１枚」フレームワーク🄬の汎用性や多様性、応用範囲の広さを味わいながら読み進めていってください！ 

 

 

  

  

１３-１. Y さん： 運営委員会の仕組み変更を 「１枚」 資料で実現しました 

 

・Before? 

主に西日本 29社の研修担当者が集まる「教育研修研究会」という組織があり、定期的に「勉強会」や「会議」 
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を行っています。29社のうち 11名が常任委員、そこから委員長１名、副委員長２名を選定し運営しています。  

 

ただ、実態は委員長と一部の参加者の発言ばかりで議論が進んでおり、 

１１名集まっていても、発言しない者がいるまま会議終了ということがたびたびありました。 

 

・After? 

あらたに「チーム制」を導入したことで、「議論の活性化」につながりました。 

 

具体的には、常任委員10名に役割を与え、チーム内で議論した後、常任委員会の議題にあげるようにしました。  

委員長はチーム全体を統括し、各メンバーは①試験対策チーム 3名、②勉強会運営チーム 3名、 

③情報提供チーム 4名という役割で分担。さらにチーム内にチームリーダー1名を設定しました。 

 

日頃はチーム主体でアイデアを出し合い、常任委員会では「協議事項」「報告事項」を 

チームごとに発表してもらうような運営に、シフトさせることができました。 

 

 

・How？ 

※ 使用した「１枚」フレームワーク🄬： 

「ロジック３」 

 

 

運営形態の変更実現に向け、「ロジック 3」と「提案書（紙 1枚にまとめた資料）」を作成しました。 

 

 「ロジック 3」は、1Ｐ？「議論の活性化をしたい」、Ｑ1？「現状は？」、Ｑ2？「どのようにしたいか？」、 

Ｑ3？「これからどうするか？」とし、それぞれ 3フレーム埋めました。 

 

この 「ロジック 3」を、「常任委員会でのチーム制導入について」という「提案書」に変換。資料の構成もほぼ同じで、 

「1.現状は？」「2.どうしたい？」「3.これからどうする？」「4.議論の活性化に向けて」としました。 

 

 「１枚提案書」のフレームは、浅田先生の 3冊目の書籍『「いまの説明、わかりやすいね！」と言われるコツ』 

にあるＰ.189 と同じです。左に「要点」、右に「詳細」で構成しました。そして、要点は「ロジック 3」の 3 フレーム 

（1・2・3）の内容、「詳細」には各要点の補足事項を記載しました。 資料化にあたって追加した 

「4.議論の活性化に向けて」にはメンバーリストと役割を記載し、1枚の「提案書」を完成させました。 

 

この「提案書」をもとに常任委員メンバーに説明したところ、「あっけなく」チーム制が承認されました。 

 

昨年度までは停滞していた「議論」が本年度は活性化し、確実に前進しています。 

「ロジック３」で 「紙 1枚にまとめた資料」の威力を発揮することが出来ました。 
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〇浅田ピンポイント解説 

・会議体の運営スタイルを「紙１枚」で変更できた、という事例です。あなたがお勤めの会社にも、 

「なんでこんなムダな会議を運営しているのだろう」というものがあるかもしれません。 

 

・ただ、ほとんどの人は居酒屋で文句を言うだけでそれを変えようとはしません。一方、仕事ができる人、 

選ばれ続ける人は、こうした状況を改善すべく行動に移していきます。「批判よりも行動を」の精神です。 

 

・私が以前いたグロービスでは様々なカンファレンスを運営していましたが、そこでのスローガンも 

 「批判よりも行動を」でした。そして、「でも、どうやって行動すれば・・・」に応える武器が、「１枚」です。 

 今回の Y さんの事例から、「１枚」で自ら環境をより良きものに変えていく。その力強さを感じてください。 

 

 

 

１３-２. Y さん： 伝わるパワポ資料は、「１枚」の思考整理から 

 

・Before? 

新発売の医薬品があり、発売 2 カ月前に、全国の営業スタッフが一同に集まる「全体会議」がありました。 

この機会に外部講師を招聘し、「新製品の講演会」を実施したいと考えました。 

そのためには、「営業本部会議」での協議・承認が必要です。  

 

「営業本部会議」の出席者は 10名（マネジャー、部長、支店長、本部長）。 過去、協議事項を 

説明するのには多大な時間を要し、その場では結論が出ないこともありました。 

 

・After? 

20枚のパワーポイントスライドで 「講演会の企画」を提案したところ、その場で即「承認」となりました。 

 

・How？ 

※ 使用した「１枚」フレームワーク🄬： 

「ロジック３」 

 

 

「２０枚のパワーポイントスライド」と書きましたが、もとは「１枚」の「ロジック 3」です。 

それを「パワーポイント」に資料化して提案しました。  

 

「ロジック 3」 の１Pは、「Ａ先生の経験を当社の社員に共有したい」。 

Q1?は「なぜやる必要がある?」、Q2?はシンプルに「招聘する効果は?」、Q3?は「承認後どう実現するか?」 
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とし、それぞれ 3フレーム埋めました。 

 

 「パワーポイント」 化にあたっては、浅田先生の２冊目の書籍『トヨタで学んだ「紙１枚！」にまとめる技術 

【超実践編】』（P.95）の内容を活用し、「営業本部会議用プレゼン資料」を作成しました。 

 

また、説明時は「指さし」の動作も活用しました。その結果、参加者１０名全員の視線 

を集めることに成功し、スムーズに「講師招聘」「講演会実施」の承認が得られました。 

 

 

〇浅田ピンポイント解説 

・１つめの事例とは異なり、こちらは「パワーポイントによる資料化」の事例です。 

 

・いまだに言われる的外れな誤解の１つに、「パワポ資料はどうやって１枚にするんですか？」というものがあります。 

 答えはもちろん、「そもそもパワポ１枚なんてのは幻想です」ということ。拙著『超実践編』でも書いた通り、 

「１枚」資料をパワポ化すると、最低でも約２０枚程度のスライドが必要になってきます。 

 

・それでも、事前に「ロジック３」のような「１枚」を書いて思考整理さえしておけば、たとえ２０枚スライドがあっても 

大して時間は必要ありません。何せ、もともとは「１枚」なのですから、Y さんのようにスムーズに伝わります。 

ぜひ、Y さんのように Excel と PowerPoint を自由自在に行き来できる資料作成者になっていってください。 

 

 

 

１３-３. Y さん： 「結論がでない会議」 をホワイトボード 「１枚」 で撃退！ 

 

・Before? 

医薬品の取扱いは「厳重管理」から「扱いやすい」まで、幅広く区分されます。 

取扱いが一番厳しい医薬品の発売を控える際は、「社内手順書」の改訂が必要です。 

 

ただ、「医薬品の流通」は、①物流②品質③受注④営業・・・等、複数の部門がかかわります。 

やりとりの多い部門間（例：①⇔③）ではお互いの業務を理解できても、その他部門（例：①⇒④?）まで把握 

しているとは言えませんでした。 これまでの会議では、ある部門が「これでどうか？」と発言しても、 

他部門からは「それでは困る」と言われてしまうようなやりとりばかり・・・ 

 

結果、「全部門の意見」が集約できず、改訂は平行線をたどっていました。 

 

・After? 

５部門が集まる改訂会議において、私が進行役を担当。 

参加者には、「１時間でまとめましょう」と伝えて始めました。 
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前半、「時間がかかりそうだな？」と腕時計を見るしぐさをする者もいましたが、 

後半、「点」の意見が急速につながり、最終的には１時間かからず終えることができました。 

 

そして会議後、次のようなメールが届きました。 

 

Ａさん： 「現状がよく分かり、これからの動きも理解でき、 

しかも会議のやり方まで教えて頂き、とても勉強になりました。楽しかったです。」 

 

Ｂさん： 「昨日はお忙しい中、会議の進行と取りまとめまでして頂き、ありがとうございました。 課題が多く、 

まず何から話をして何から解決していけば良いか分からない会議でしたので 非常に助かりました。」 

 

・How？ 

※ 使用した「１枚」フレームワーク🄬： 

「エクセル１」「ロジック３」 

 

浅田先生の２冊目の書籍『超実践編』や、完全修得プログラムの“伝わる「会議」編”の内容をフル活用しました。 

 

ムダな話し合いを回避するため、まずは会議前、ホワイトボードに「エクセル 1」（左）と「ロジック 3」（右） 

のフレームを書いておきました。テーマは「クレーム品の返却手順は？」、Q1?は「なぜ集まった?」、 

Q2?は「どんな意見がでた?」、Q3?は「今後はどうする?」というセオリー通りの内容で構成しました。 

 

さらに Q1?「なぜ集まった?」の 3 フレーム内には、予め「1.社内ルール統一」「2.手順書類の作成」 

「3.クレーム品の流れ合意」と書いておきました。「事前に埋めておく」。これも学んだことを淡々と実践しただけです。 

その後の会議中は、 

 

・STEP1. 自部門の考えを「エクセル 1」に書き出してもらう 

・STEP2. 部門ごとにどんな意見があったか発表  

・STEP3. その意見をホワイトボード上の「エクセル１」に書き込み、全員でホワイトボードを見ながら意見を集約 

 

最後に、ホワイトボード右側に書いた「ロジック 3」の Q2?と、Q3?の 3フレームを埋めて完成させました。完成後は 

ホワイトボードの写真を撮っておき、それをベースに「1枚」議事録を作成。写真と共に関係者に共有しました。 

 

 

〇浅田ピンポイント解説 

・Ｙさん最後のビフォーアフターは、「１枚」会議術の実践例です。Y さんが素晴らしいのは、「Excel資料」、 

「PowerPoint資料」、「ホワイトボードを使った会議ファシリテーション」の３つ全てが自由自在という点です。 
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・もちろん、そのベースとなっているのが、「１枚」の型なのですが・・・いま一度、Y さんの各事例の「Ｈｏｗ？」 

を確認してみてください。Ｙさんのこの３事例は、いずれも「エクセル１」と「ロジック３」しか使っていません。 

もちろん、完全修得プログラムの“伝わる「会議」編”や“伝わる「資料作成」編”の内容も役立ててはもらって 

いますが、基本は書籍で公開している内容だけです。それでも、こうしたビフォーアフターが可能なのです。 

 

・「１枚」書くだけというシンプルな動作によって、組織内でこんな凄い立ち振る舞いができるのか！ 

そんな可能性を、ぜひ Y さんの事例から見出していってほしいと思います。 

 

 

 

以上でＹさんのビフォーアフター事例共有は終わりです。 

 

続いて、Ａさんのビフォーアフター事例に移ります。 

Ａさんは個人起業家として、セミナーやカウンセリングを日々行っている方です。 

 

サラリーマンではないため、先ほどまでのＹさんとはガラッと内容が変わります。 

どうぞ頭を切り替えて、以降を読み進めていってください。では参りましょう。 

 

 

1４-1. A さん： 負の感情が大きくなっても、「１枚」書けば道は開く 

 

・Before? 

友人から小学校の講演候補者の打診を受けました。 

ただ、いきなり登壇ではなく、まずは委員会のメンバーに話を聞かせてほしいという依頼でした。 

以前から講演の機会を持ちたいと思っていたので依頼自体は受けたのですが、未知の仕事への抵抗感 

や不安、自信のなさが日に日に増幅していき、ひとり混乱していました・・・。 

 

・After? 

 期日が迫る中、何度も「１枚」を書き、プレゼン内容をまとめていきました。 

その甲斐あって、打ち合わせ当日は委員会のみなさまから大好評をいただきました。そして早速、 

「ぜひ登壇してほしい」 という正式なご依頼をいただきました。無事に伝わり、本当に嬉しく思いました。 

 

 

・How？ 

※ 使用した「１枚」フレームワーク🄬： 

「エクセル１」 「テーブル２」 

「ロジック３」 「フォーチュン９」 

 



 Copyright © 1 sheet Frame Works Suguru Asada since 2012 - All rights reserved. 

 9 / 16 

 

はじめに、不安感や自信のなさを払しょくするために、浅田先生の４冊の書籍『-超訳より超実践-「紙１枚！」 

松下幸之助』でも紹介されている「エクセル１」による「ポジティブフォーカス」。また、完全修得プログラムで 

講義されている「フォーチュン９」を繰り返し書いて、気持ちを整えるところからスタートしました。 

 

また、プレゼンへの取り組みについては、まず「エクセル 1」でプロフィール作成し、「誰が話すか？」をわかりやすく 

明確化しました。加えて、パワーポイントスライドは、「エクセル 1」の 64 フレームに記入したキーワードから 

絞り込みを行い、最終的な構成は「ロジック 3」を書いてまとめました。 

 

また、これはプレゼンの内容になってしまうのですが、「歩くことの価値」について紹介 

したかったので、「テーブル 2 タイプ２」であっさり伝わるようにまとめました。 

最終的には、「この手書きの 1枚が、プレゼンで 1番伝わりました」と仰っていただきました。  

 

たとえ「負の感情」が大きくなっても、「１枚」書けば道は開くこと、自分を成長させることはできると体験しました。 

 

 

〇浅田ピンポイント解説 

・「１枚」ワークスが大切にしているマインドセットの１つとして、「ポジティブ・フォーカス」があります。 

 

・Ａさんは日々「１枚」を書くことで「不安」に打ち勝ち、やりたい仕事を獲得することができたわけです。 

 

・以前の事例でも書きましたが、私は「チャンスは誰にでも平等に与えられている」と考えています。 

ただし、チャンスをつかめるかどうかについては、とてつもなく個人差が広がっているとも思っています。 

では、何によって差が生じているのかというと、それが上述の「ポジティブ・フォーカス」です。 

今回のＡさんの事例から、改めて「チャンスを掴めるかどうかはマインド次第」ということを学び取ってください。 

 

 

 

１４-２. A さん： 人前で話すのは苦手だった私が、「１枚」 で感動のスピーチ！ 

 

・Before? 

以前の私は、人前で話すことがとても苦手でした。数年前には、事前にまとめたつもりが話し出すと支離滅裂、 

一方的な話し方で大失敗。その結果、 「A さんは話が下手」と言われてしまったこともあります。  

 

・After? 

先日、約２０年の子育て体験談を総まとめし、人前で話す機会を持ちました。不登校と発達障害の子育て 

体験談を中心に、「成長と自立を促す子育て」についてパワポを使いながら発表しました。 話を聞きながら、 

ご自分の体験と重ねて涙する方、大きくうなずく方もいて、 「A さんの話し方、とても惹きつけられる」 

と仰っていただきました。 
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・How？ 

※ 使用した「１枚」フレームワーク🄬：  

「エクセル１」 「テーブル２」 

「ロジック３」 「アクセプト５」 

 

 

まず、事前準備として、時系列で何を話すか「エクセル 1」で思考整理してみました。 

次に、子育てで悩むお母さまを思いながら、「アクセプト５」を書きました。 そして、「ロジック３」で 

「なぜ子育てに当初は失敗したのか？」「転機は何か？」「どうやったら好転・うまくいったのか？」を書き、  

最後に結論として、「私にとっての成長と自立を促す子育て」を「テーブル２」の TYPE２でまとめました。 

 

複数の「１枚」フレームワークを組み合わせることで、聴衆が涙を流してくれるような、また、惹きつけられたと 

感じてくれるような話ができるようになる。そんなことを味わえる貴重な経験となりました。 

 

 

 

〇浅田ピンポイント解説 

・このＡさんの事例は、「人前で話すことは苦手です・・・」という方に繰り返し読んでほしいと思います。 

 

・説明下手だったはずのＡさんが、なぜ「人の心を動かす」ようなスピーチができるようになったのか？ 

そのカギは、「子育てに悩むお母さまを思いながら、「アクセプト５」を書きました」という部分です。 

 

・スピーチの関心が聴衆ではなく「自分に向いている」限り、相手に響く話をすることはできません。ところが、 

「自分ではなく相手ファーストでプレゼンしましょう」といっても、通常は何をしたら良いか分かりません。 

 「動作化」されていないからです。ここを、「紙１枚書いてみる」というカタチで動作化＝実際に行動に移せるよう 

にしているというところが、「１枚」ワークスの強みです。ぜひそのことをこの事例から感じてください。 

 

 

 

１４-３. Ａさん： 「１枚」 を総動員して、未知のプレゼンも攻略！ 

 

・Before? 

 小学校の講演会で、「お母さんのカラダとココロの健康講座」を開催することになりました。 

主催者からは、腰痛・肩こり改善の体操やウォーキングの実践と、お母さま方が身心ともに元気で過ごせる、 

そんな「ためになる話」をしてほしいとご要望をいただきました。 どちらか片方だけの講座は開催したことが 

ありますが、両方組み合わせた内容は未知の世界です。 初めてのＰＴＡ保護者様向けの公的な場で、 

構成や展開、限られた時間内で うやったらご満足いただける講演ができるか、ハードルが高く感じました。 
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・After? 

最終的には、カラダ編（体操・ウォーキング）、アタマ編（体の仕組み）、 ココロ編（お母さんのココロの癒しワーク） 

という３部構成で実施しました。体を動かす実践と理論、日々の家事や育児のモチベーションが上がるワーク 

を実施し、みなさま積極的に取り組まれました。 「お母さんの身心の健康がよい循環をもたらすと気付きました」 

 「お母さんになってよかったと思えたことがよかったです」といった嬉しいご感想もいただきました。 

 

 

・How？ 

※ 使用した「１枚」フレームワーク🄬： 

「エクセル１」 「テーブル２」 

「ロジック３」 「パーパス５」 「ブレイク６」 

 

 

はじめに、浅田先生の３冊目の著作『「いまの説明、わかりやすいね！」と言われるコツ』にも書かれていた、 

「頭・心・体」の枠組みで講座を構成することを決めました。そして、まずは体と心の健康が気になる 

お母さまを対象にして「パーパス５」を書き、今回の登壇目的を明確にしました。 

 

つづいて、「カラダ編」の内容を「エクセル１」でまとめ、体操の順番を決めていきました。 

さらに、「アタマ編」の内容については「ロジック３」を用い、「歩行の目的、効果、how」の３点を説明しました。 

 

加えて、「ブレイク６」を使って、現状の課題点と今後の取り組みを提案し、みなさんでシェアしました。 

また、歩行の価値については「テーブル２」ＴＹＰＥ２を書き、２つの軸については、 

「主体的な健康管理」と「１０年後の人生充実度」でまとめました。  

 

最後の「ココロ」編については、完全修得プログラムの“「共感」で伝わる編”でも学んだ「自己承認」をテーマに、 

ワークシート記入や、労いと励ましのお母さんへのラブレター朗読などを実施しました。 

 

母が心身ともに健康であると、家庭も円満になる。そういう家庭が増えると社会や未来は明るくなる。 

母だからこそできるような「未来の作り方」をお伝えすることができました。 

 

 

〇浅田ピンポイント解説 

・様々な「１枚」フレームワークを総動員して、未知のプレゼンを乗り切ったという事例です。 

 

・今回の事例集の一人目でご登場頂いたＹさんが「エクセル１」と「ロジック３」のみを駆使していたのに対し、 

 Ａさんは様々なフレームワークを組み合わせてチャレンジしている。そういった違いに気づいたでしょうか？ 
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・こういう対比で見せると、すぐに「どっちが良いか、正しいか？」といった思考回路にハマってしまう人がいますが、 

 答えは「どっちでも良い」です。一撃必殺の技を磨くのか、多彩な技を繰り出すのか。どちらもタイプもいるし、 

 要は「目的の達成につながるか」です。ぜひ「自分はどうなのか？」について、この機会に考えてみてください。 

 

 

 

 

以上で、Ａさんのビフォーアフター事例共有は終わりです。 

 

ここからはＷさんのビフォーアフター事例に移ります。Ｗさんは、言ってみればＹさんとＡさんのハイブリッドですね。 

サラリーマンとしてＩＴ企業に勤務しながら、個人としてもセミナーやコンテンツ販売を行っている。 

そんな、副業解禁時代を先取りしているＷさんの「１枚」ビフォーアフター、以下からご覧ください。 

 

 

 

１５-１. Ｗさん： 「やりたくない仕事」を「１枚」で「先延ばしにしない」方法  

 

・Before? 

出向していたとき、元の会社での仕事と出向先の会社の仕事をかけ持ちしていました。 

ただでさえ、掛け持ちでの仕事が多いなか、やりたくない仕事を後回しにしてしまったせいでタスクがあふれて 

しまいました。 そのため、いっとき寝る間もないくらいの仕事量とストレスでパンク寸前までになりました。 

 

・After? 

「やるべきタスク」が明確になったことで、優先順位をつけて仕事に取り掛かれるようになりました。 

一方、やりたくない仕事についても、「スモールステップ」から取り組めるようになりました。  

とくに重要な仕事が午前中の時点で終わるようになったため、気分よく仕事を回せるようになりました。 

 

・How？ 

※ 使用した「１枚」フレームワーク🄬： 

「エクセル１」 

 

ベースは「エクセル 1」です。ただ、考え方については、完全修得プログラムの“「信頼感」で伝わる編”に 

おまけで登場する「プロセス 10」も参考にしました。その結果、 

優先度の高い「やりたくない」仕事から取り掛かれるようになったのですが、具体的な手順は次のとおりです。  

 

（１）一日のはじめに「エクセル１」で、「今日やるべき仕事」を書き出しました。 

（２）少しでも「やりたくない」と感じたものは、「できそう！」と思えるまで実行するステップを分解しました。  

（３）その中で「重要なもの」を選び出し、一日の一番はじめに取り組むようにしました。 
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はじめは「プライオリティ 7」でできるんじゃ・・とも思いましたが、当時の自分には実践までのハードルが 

少し高く感じました。 そこで手軽に取り組める「エクセル１」をもとにやってみたところ、うまく行動に移せました。 

 

 

〇浅田ピンポイント解説 

・複数の仕事を掛け持ちするようなＷさんのワークスタイルでは、「ダンドリ」力が不可欠になります。 

 「ダンドリ力」とは、たとえば「優先順位をつけていく力」のことですが、ではどうやってこれを磨くのか？ 

 

・「１枚」フレームワークの中でダイレクトにこの力に該当するのは、「プライオリティ７」です。 

 ただ、Ｗさんはそれらの考え方をベースにして、現実の実践では「エクセル１」を活用していきました。 

 事例の内容もそうなのですが、Ｗさんは「ハードルを下げる」「スモールステップに分解する」といったことが 

 もともと得意なのだろうと思います。ぜひこういった思考回路自体も、参考にしてみてください。 

 

・「エクセル１」は汎用性の高いフレームワークです。実際、私も日常的には「エクセル１」だけで済ませてしまう 

ケースが圧倒的に多いです。動画プログラム「基本」編の時にも話しましたが、最後は「エクセル１」だけで 

何とかなる。この境地を目指してほしいと思います。ただ、どうやってそこに至るのかといった時に、 

今回のＷさんのケースは１つの具体的な例になるのではないかと思います。 

 

 

１５-２. Ｗさん： 「紙１枚」で「ネガティブ・フォーカス」な振り返り姿勢を脱却！ 

 

・Before? 

先日、自身初のセミナーを開催しました。集客から運営まですべて初の試みということもあり、自分のなかでの 

「良くなかった点」が目につき、直後は「これからもうまくいかないんじゃ・・？」と弱気になってしまいました。  

 

・After? 

「継続すべき良かった点」と「次回やるべき具体的なアクション」にフォーカスできるようになり 

「次回はもっといいセミナーにできる！」という確信とともに 

「早くいいものを届けたい！」という気持ちが湧いてきました。 

 

・How？ 

※ 使用した「１枚」フレームワーク🄬： 

「エクセル１」「フォーチュン９」 

 

「エクセル１」と「フォーチュン９」の考え方をあわせて、「次回に取り組むべきアクション」を見つめるようにしました。 

 

（１）「良かった点」「良くなかった点」をそれぞれ、「エクセル 1」に書きました。 
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「良くなかった点」の「エクセル１」は、それぞれ右側に一列あけて書きました。 

１列目が終わったら３列目・・と記入していくイメージです。 

 

（２）「良くなかった点」の一つ一つについて、右側に空けた空欄に  

「どうすれば良くなる？」という具体的なアクションを書き込んでいきました。 

 

（３）最後に「良かった点」と「次回の具体的なアクション」を 

一つ一つ赤ペンで丸をつけていきました。この動作は、「フォーチュン９」を書く時と同じです。 

 

浅田先生の２冊目の著作『トヨタで学んだ「紙１枚！」にまとめる技術【超実践編】』でも紹介されていた 

「ふり返りの KPT法」について、今回、自分なりの「１枚」でやってみました。その結果、 

 

・洗い出せるだけ洗い出せた  ・いい面にフォーカスできた  ・いつもの型で落ち着いてできた 

 

といったあたりが、「１枚」ならではの効用だと思いました。 

また、当時はタイミングよく浅田先生の「新環境では当初ＩＱが下がる」というメルマガを拝見し、「これは 

自分に当てはまるのでは」と強く感じました。「ＩＱが下がってても良い点はあったし、改善すればよりいいもの 

になる！」といった前向きな姿勢を取り戻せたからこそ、こういった事例につながりました。 

これからも自信をもって価値を提供していこうと思います。 浅田先生、ありがとうございました。 

 

 

〇浅田ピンポイント解説 

・これも「エクセル１」や「フォーチュン９」そのものというよりは、そこで紹介している考え方を活用して 

「自分なりのやり方で上手くいきました」というスタンスのビフォーアフター事例になります。 

 

・すでにこの vol.5までで 40事例以上ご紹介いていますので、こういったケースもそろそろ良いだろうということ 

で紹介していますが、何を言いたいのかというと、「基本は学んだ通りに素直に書いて、素直に実践」です。 

 

・大切なのは目的の達成ですから、Ｗさんのような応用的な使い方をしてもらっても、目的を達成できるので 

あれば、それでＯＫといえばＯＫです。一方で、何事も「基本あっての応用」であることは忘れないでください。 

こういう事例を見るとすぐに、「じゃあ自分も独自のやり方で」となってしまう人も多いのですが、 

まずは「型通り」のことが一通りできないと、決して「型破り」にはなれません。長い目で見た時に脆弱な「型無し」 

レベルの実践者にならないよう、自分の学習ステージに合わせてこういった事例とは向き合うようにしてください。 

 

 

１５-３. Ｗさん： 「１枚」で「最少年次で大抜擢」の偉業達成！ 

 

・Before? 
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「自社製品のこの機能について話してほしい」と言われお客様先で話す時間をもらったのですが・・・ 

幅広い用途のある機能だったため、何を話していいかわからず、ただ準備の時間が過ぎていくばかりでした。 

 

・After? 

「１枚」で製品機能をまとめて話したところ、当日は大好評！自分でも話しやすさを実感しました！ 

  

しかも・・・その話をその場で見ていた上司が、配布資料としてつくった「１枚」を持ち、製品企画で相談。 

「まとまってるし喋れる」ということで、幕張メッセでのイベントの登壇者に、当時の最少年次で抜擢されました！ 

 

まだ話はつづきます。その資料をつくったのは２年前ですが、先月リニューアルされた製品サイトの説明文 

として僕の文が採用されていました！２年たった今でも資料が「ひとり歩き」しています！ 

 

・How？ 

※ 使用した「１枚」フレームワーク🄬： 

「エクセル１」「ロジック３」 

 

主に活用したのは、「ロジック３」です。 

ただ、はじめはうまくまとめきれなかったため「エクセル１」で項目の洗い出しもしました。 

 

（１）「エクセル１」で製品の特徴（機能・事例・良いところ…）をとにかく思いつく限り書き出していきました。 

（２）書き出した項目について「what・why・how」を「○・△・□」でそれぞれ赤ペンで囲っていきました。 

そこで思いついた項目も空いている枠に追加していきました。 

（３）それぞれの項目について「ロジック３」に記入できるまで削ってまとめました。 

できたものを「なぜ必要か→そのために何ができるか→どう使うか」の順番で資料に落としていきました。 

 

「資料はひとり歩きする」を自身で感じた一例でした。 

もともと思い入れのある製品だったのですが、「何を話していいかわからない」と当初なったのは、 

じつは思い入れが強すぎて「話したいことが多すぎるからだ」ということに気づきました笑 

ただ、そんな強い思いを、「ロジック３」と向き合いながら削っていけたのが大きかったと思います。 

 

 

〇浅田ピンポイント解説 

・「紙が独り歩きする」という事例です。私もトヨタ時代に何度もこういった体験をしましたので、「１枚」受講者に 

同じようなケースが生まれ、本当に嬉しく感じています。あなたには同様の体験があるでしょうか？ 

 

・「考え抜いた資料」「よく思考整理された資料」「１枚レベルに凝縮・結晶化された資料」には、力が宿ります。 

 抽象的な言い方で恐縮ですが、この力の存在については、間違いなく誰もが体験可能です。 
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 たとえば、目の前に見た目は同じだが適当に作った資料と、Ｗさんが今回作ったようなクオリティの資料が 

並んでいるとします。「どちらの資料が良いと思いますか？」と問われたら、あなたは 100%後者を選べる 

はずです。理由の言語化はできないと思いますが、「なんとなくこっちが良い」と感じることはできるのです。 

 

・私が３冊目までお世話になったサンマーク出版さんのスローガンは、「手のひらに１冊のエネルギー」です。 

私は作家になる以前から、資料を「１枚」化する過程で、サンマークさんのいう「エネルギー」の存在をトヨタ 

で体感させてもらっていたのだと思います。 

 

この事例集も vol.5ですから、最後はかなり踏み込んだ解説をしてしまいました。感じてほしかったことは、日々 

「１枚」を書いた先に、とてつもなく面白い世界が待っているということです。あなたの登頂をお待ちしております。 

 

 

さて、９事例にわたる 「１枚」 ビフォーアフター、いかがだったでしょうか？ 

 

あなたにとって、どのような気づきや学びにつながったでしょうか？ 

この実例集が、今後の学習や実践への良いきっかけとなったのであれば、本当に嬉しいです。 

 

最後に、これを読んでくださっているあなたがもし、同様のビフォーアフター体験 

をされているのであれば、info@asadasuguru.comまで、その詳細をぜひメールで送ってください。 

 

なおその際は、今回の９事例と同じような構成（Before?、After?、How?）で送ってくださると大変助かります。 

（今後、別の vol.を編集していく際に、非常に掲載しやすくなりますので） 

 

あなたからの「１枚」ビフォーアフター報告を、楽しみにしています！ 

 

 

     

「１枚」 ワークス主宰・浅田すぐる 

公式メールマガジン： https://asadasuguru.com/mail-magazine/ 

インタビュー動画： https://www.kakugo.tv/person/detk974zb.html 

オンラインサロン「イチラボ」： https://www.reservestock.jp/stores/article/351?article_id=23265 
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