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石川 準さん
Jun Ishikawa

日々の振り返りを「1日1％運動」と名づけてい
る。「たった1％でも自分を進化させると、年間で
240％の伸びになると信じて取り組んでいます」。

1行反省で「1日1％の前進」を積み重ねる

指摘されてハッとした
ことは「即時精算」で

人から指摘されたことはその場で反省し、次に
生かす。「先日も『不具合報告の時には、まず
原因を述べないと責任の所在が曖昧になる』と
言われ、即座に改善しました」。

終了時刻
16:45

月日 Project 分類 rank 仕事内容 見積 実績 開始 終了
10月29日 その他 mail確認 0:20 0:15 8:00 8:15

J-SOX 運用テストの準備 0:30 0:40 8:15 8:55
J-SOX J-SOXの運用テスト（4名で実施） 2:00 1:30 9:00 10:30
その他 mail確認（tel含む） 0:05 0:20 10:30 10:50
手配作業 システム操作 0:15 0:40 10:50 11:30
予算対比資料 ▽▽予算対比資料作成（途中まで） 0:40 0:20 11:40 12:00
予算対比資料 ▽▽予算対比資料作成（続き） 0:10 12:45 12:55
●●会議 ●●会議出席 2:00 1:50 13:00 14:50
●●会議 ●●会議議事録作成 0:15 0:20 15:00 15:20
予算対比資料 ▽▽予算対比資料作成（完了） 0:35 15:25 16:00
その他 週報まとめ 0:15 0:15 16:00 16:15
その他 [緊急]業務サポート 0:25 16:20 16:45

 
[反省]  
・　4人参加の会議が2人だけで進行していた
→会議が4人なら、資料を囲むように円形に座ろう！  
[study!]  
・　☆☆部長の会議中の動き
　→会議を終える前、メモ書きした宿題項目を
　　参加者全員で確認し、共有する。  
・　フォローの達人は、メールが着くか着かないか
　　のタイミングで「今、資料をお送りしたのですが…」
　　と電話をする。
　　→メールを送って終わるのではなく、
　　　直後に電話をしてみよう！  
[アウトプット]　(基準：完成/完了)  
・　●●会議議事録作成  
・　▽▽予算対比資料作成  
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普天間大介さん
Daisuke Futenma

「物事を続けるのが苦手な性格」のため、毎
日続けられるよう、ツイッターへの投稿で反省
するようにしている。コンサルタント。

ツイッターで反省を習慣化、フェイスブックで質を判断

活
発

停
滞

反省内容は対策も書き、確実に実行
時間の見積もり以外の項目は「反省」欄に1行で、対策とともに書く。「1行にま
とめると理解しやすく、確実に実行できるので、くじけることなく続けられます」（石
川さん）。参考にしたい同僚の行動は「学び（study）」として記録し、翌日から
実行。1日の成果は「アウトプット」として残している。シートはタブで1日ごとに
分け、1つのファイルで半年間の仕事の振り返りができるようにしている。

所要時間の見積もりと
実績を比べ、対策を立てる

1日の業務をリストにして、見積もり時間と実際にか
かった時間を記録する。1つ終えるたびに見比べて、
原因と対策を考える習慣をつけている。会議のよう
に、出席と議事録作成という異なる業務で成り立っ
ている項目は、見積もりより時間がかかった原因を追
究しやすくするために、分けて記録する。

反省内容は一般化して
ツイートし、量を見る

仕事帰りに喫茶店などで10分ほど、その
日の反省内容をツイッターに投稿。「第三
者が見て『あるある！』と思ってもらえる書
き方を心がけています」。その日の仕事の
積極性がツイート量で分かるのも、「ツイ
ッター反省」の長所。「投稿しない日が2
〜3日続くと、『気合を入れ直さなくては』
と思います」。

「いいね！」の数で反省の質を判断する
ツイッターの投稿はフェイスブックに連動させている。「いいね！」の
数が多い時は、反省内容が的確だったと判断。少ない時は「考え
方が、独りよがりになっていないだろうか」とさらに反省する。

反省と計画の手法
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小山芙美さん
Fumi Oyama

3児の母。育児で時間と体力を使うため、限ら
れた時間で長く仕事を続けるために効率を重視。
「疲れている時は、売り上げダウン覚悟で休むこ
ともあります」。ネットショップ経営。

効率よく動くためのデータと人脈図
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矢頭聖子さん
Kiyoko Yato

自分自身がビジネスコーチとして、コーチングを
仕事にしているので、「『医者の不養生』になら
ないよう、第三者の視点を入れて反省するように
しています」。

反省と計画の決意を1文字に込める
年末に反省と目標を決め
手帳に具体的に書く
12月後半に、1年の振り返りと来年の目
標を考える。その際に「来年のテーマ」
を漢字1文字で表している。「今年は飛
躍の年にしたかったので『昇』を選び、
積極的に行動しました」。この時に考え
た目標は、達成したい数字などより具体
的なものにして、手帳に書く。

電話コーチングの
メモを見て2週間
後に達成度確認
大阪府に住む矢頭さんは月
に2回、1時間ずつ、千葉県
在住のコーチから電話でコー
チングを受ける。「人にコーチ
するのが仕事なので、自分を
客観視するために受けていま
す」。毎回ノートに1〜2ペー
ジのメモを残し、次の電話コ
ーチングの前に読み返し、冒
頭の10分程度を使って達成
度を報告する。そのため、家
族とのコミュニケーションなど
量で測れない行動も「だいた
い○％くらい」と数値化する。

仕入れには3種
のデータを活用

店舗へのアクセス数と、販売実
績、訪問につながった検索ワー
ドの解析グラフを日々、見比べ
る。「アクセス数に比べて売り上
げが悪い時は商品の補充を見
直したり、検索ワードの上位に
来た商品を増やすなどして翌日
の仕事に生かします」。

人脈は図に描き
相性を把握する

サークルやセミナーに参加した
時は、知り合った人が仕事につ
ながったり、交友関係を広げて
くれた流れを図で残す。「人と会
う時の準備時間もコストと考え、
成果を意識します。だから相性
のいい人が、どんなタイプなのか
把握できるようにしています」。

生活全般の振り返りは
フェイスブックで一覧

フェイスブックは出会い、仕事の繁忙の
状況、体調などのメモ代わり。「マメに投
稿しますが、流れをざっくり見るだけなので
投稿1件当たりの情報量は少なめです」。
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光藤有佳さん
Yuka Mitsufuji

心身の調子が翌日の仕事に直接、影響するの
で、寝る前に1日分を記入し、見返すことにして
いる。金銭管理は「小さなムダ遣い」の予防と
して行っている。

体調とお金は「具体化」して生かす
体 調

お 金

読者の反省／計画ワザ│13

oka-chanさん
「毎年、同じ時期に同じことで忙殺されるのは進
歩がない」と思い、5年前に手帳の使い方をス
ケジュール管理から「記録を残す」ことに変え
た。予定はすべて付箋に書いて貼る。

週末に前年の手帳を見てムダを排除
今年の手帳 昨年の手帳

見比べて
計画を立てる

作りすぎた
献立は外す

前年同週

1週間前

1週間後

前年同週の手帳で
翌週の計画を立てる
アルバイトの採用を担当している
oka-chanさんは、週末に翌週の
計画を立てる。「試験や夏休みな
ど、大学生の年間行事は毎年ほ
ぼ同じ。採用が活発になる時期も
ズレが少ない」という理由で、前
年の手帳を参照する。日程の微
調整のために前後1週分も見る。
「採用数と、お願いしたい仕事のミ
スマッチが大幅に減りました」。

献立は前月との
ダブりをなくし、
栄養バランスを考える

同じメニューを作りすぎると栄養のバランスが偏るので、食事の献立は
前月のリストを見てから決める。作りすぎたものはなるべく候補から外すよ
うにしている。購入した食材は値段を書いておく。「安いものは旬である
ことが多いので、栄養価が高い。来年、食材を買う時の参考にします」。

体調は項目を分け
翌日の行動に反映
体調管理はエクセルで作ったシート
に「起床」「就寝」「服用薬」「仮眠
時間」などの項目に分けて記録。
総合的な調子の善し悪しは「バイオ
リズム」としてグラフ化。仕事上のト
ラブルなどは、コンディションに影響
を与えるので必ず記入する。「調子
が悪いと感じた次の日は、仮眠を取
ったり、休日の予定をキャンセルし
て休養するなど、素早く対応できる
ようになりました」。

具体的な金額を書き、ムダ遣いを牽制
「日経ウーマン」の付録の家計簿を、金銭管理に使用している。「今月は
クレジットカードの使用中止」「今週使うのはあと3000円まで」など具体
的な数字を書き、日々、見返す。こうして「無駄遣いをしないよう、自分
にプレッシャーをかけることにしています」。

反省と計画の手法

前月 今月


