
自書の分析など、説得
力あると感じました。コ
ミュニケーション能力
の不足しているのは実
感していますので、ご
講義内容は生かして
いきたいです。図によ
るＷｅｂ構築は参考に
させて頂きます。

仕事については図を
用いて、考えたり説明
したりするとイメージが
ずれずによく理解され
ることがわかりました。
家庭ではこの話をする
と多分子供達から漫
画はよくないのかと質
問が来るような気がし
ます。我が家は漫画を
禁止していますが、間
違っているのかもしれ
ません。

所員に説明するため
にプレゼン資料をいつ
も作っています。より
理解しやすい資料を
作るための参考になり
ました。物事の本質を
見分けるための手法
を学んだと思います。

最初の講演は少し単
調的なところもあり、少
し眠たかったですが、
演習で図を書き始める
と自分がいかに日頃
頭をつかっていないか
が実感でき大変良い
刺激になりました。全
体を通じて本当に目か
らウロコが落ちるよう
な研修だったと思いま
す。

非常に内容の濃い講
義であったと思います。
後輩への業務引継ぎ
資料や報告資料作成
に役立てたいと思い
ます。

「図が良い」の前振り
説明が長すぎる。How 
to をやって欲しい。

大変わかりやすく楽し
く受ける事ができまし
た。３時間ではいかに
も短いように思います。
今後は気軽にホーム
ページを拝見させて頂
きます。
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図という手段を使って
の関係の明確化とイメー
ジして理解、記憶する
ことの効率のよさがわ
かった。今思うとわか
りにくくすることがかっ
こいいという屈折した
潜在意識があった気
がします。

図化の具体的手法も
学びたかったですね。

いい刺激となりました。
最近頭が廻っていな
いと感じる場面が多い
ので、図解をどんどん
率先して試行して思
考したいと思います。

体系的に図で表現す
るという事が苦手で普
段から不得意としてい
た不満に思っていた解
説をしていただき非常
に参考になった。

右脳思考が重要とい
われる事とも関係があ
りそうですね！

設計の品質向上支援活動という業務の中でもｄ内
点の抽出方法の一つとして、チームのコミュニケー
ションの制度向上のために図解手法（まだレベル
が低いですが）を活用しいます。今日は図解の有
効性の裏づけを勉強するために参加しました。こ
れまで不安まじりで取り組んできましたが、今日の
お話を聞き頭の中がかなりスッキリし活用の自信
も出来ました。図解は意外と抵抗が多く、なかな
か描いてくれない人が多いです。面子やプライドと
いった心理的な面も影響あると思ってます。「人」
の心理面も深く研究されて図解手法を生み出され
たと思います。メルマガ楽しみにしております。

実際にやってみると理
解しているつもりでも
うまく図にすることが
できなかった。今後実
生活で理解が必要な
時には実践しぜひ身
につけたいと思います。

図解の紹介以上にや
りかたに対する指導も
いれた講座をお願いし
たい。

自分の仕事を図にして
みて、全体が見えてき
た、久恒教授の話も楽
しかったです。

図解思考が少しわか
りました。パソコンに
向かっている時間が
多くなっており、頭を
使ってないなと感じま
した。もっと頭を使お
うと思います。



内容の多くが完成され
た図解例であり、何故
その図になったのかと
いったそのプロセス、
テクニックが全くわか
りません。例えば新聞
記事からどういうプロ
セスを経て図画完成
するかというプロセス
ストーリーの例示をお
願いします。あるいは
本をご紹介下さい。

業務に使えると思いま
した。ありがとうござい
ました。

表現する事の訓練が
今まで受けてきた教育
で欠けていたことに同
感です。電子メールで
のテキスト文章による
にコミュニケーションの
あり方に疑問を感じて
いましたが図によるコ
ミュニケーションをして
いきたいと思いました。

楽しいお話だったので
眠くなることなく受講で
きました。今後は朝会
のスピーチの際にも取
り入れてみようと思い
ます。

基本的なフォーマット
（各ジャンル毎に使い
方を分けたもの）は本
を読めば記載されて
いるのでしょうか？

一見簡単そうな技法で
ありながら業務・私生
活において大きな効果
が期待できる目からウ
ロコの素晴らしい技法
を紹介していただき大
変ありがとうございま
した。

早速ご紹介頂いた本
を読んでみたいと思い
ます。
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感想を図で書いてみ
ようと思いましたが出
来ませんでした。図で
考えていくクセをつけ
ていきたいと思います

「図で考える人は仕事
が出来る」を読みまし
た。その先生のお話が
直に聞けるという事で
この研修に参加しまし
た。文章を書くときはと
ても時間がかかってし
まいどうしても本質を
考えることがおろそか
になってしまう私なの
で最近は図を使って考
えています。演習で私の仕事を選

択したが、なかなかう
まく図を書くことができ
なかった。自分の役割
とか会社での位置づ
けを普段から意識して
いないためと認識しま
した。今回の研修参
加で図解による考え
方が有効であると感じ
ました。

自ら考える重要性に感
じながらもその手段に
困っていましたが、図
解という知恵を頂これ
からの仕事が楽しみに
なりました。これからも
ご支援お願いします。

構想検討に苦労して
いるので大変参考に
なりました。

最近ずっと感じていたこと（30才になってこの仕事の
方法で良いのか？とか図を使うが下手だとか）の矢
先にこの案内がまわってきたので、すぐに上司に出
席させて欲しいと言いました。臨離の都合もありな
かなか出張に出られなかったけど、とても有意義で
わかり易いセミナーでした。子供の夏休みの宿題も
図で表現する方法を教えてみようと思います。将来
の図解人間を私共々育てていきます

日頃から物事の考え
方について試行錯誤
していましたが、今日
の研修を受講して目
の前が少し明るくなっ
た気がします。明日か
ら実践しようと思いま
す。

理解力・説明力を向上
させるために図解が大
変有効だという事がよ
くわかった。

図で自分の意志を出
せるのが少し理解した
ように思います。これ
も訓練によって上達す
るでしょうし、日頃から
表現する努力をしなけ
れば難しいと思いまし
た。

実際図を描いてみて
何からどこから描いて
良いのかが、難しかっ
た。図を書くためのポ
イントをもう少し詳しく
教えて欲しいと思いま
した。



考えを整理する上で図
解はまとめやすくまた
他人に思いを伝えや
すいことが実感できま
した。以降仕事に活か
したいと思います。

自分の仕事をまとめる
というテーマを今まさ
に取り組んでおり、今
日の出来は、全くだめ
でしたが、これから追
加してまとめていきた
いと思います。

製品の取扱説明書を
作っています。説明書
の読みやすさ（少ペー
ジ化）・わかりやすさ
（ビジュアル化）の改
善を進めています。図
で示せるほどの簡略
化は難しいと思います
が参考にして活かした
いと思います。

「私の仕事」を図解して
いくうちに「私の状況」
の図になっていきまし
た。組織の悪さからく
る仕事の進めにくさ。３
年も言い続けているの
に動かない上司。これ
では重い組織で危機
は続くでしょう。どうす
ればいいの打開策を
考えるのが業務になり
そうです。

書いた図をどのように
変化・改訂させていく
と良くなっていくのか
その解説が欲しい。

キーワードと丸と線で
自分は理解できても他
者にも同等の理解が
できるものだろうか？
時間軸や因果関係包
含などのルール決め
は要るのでは？

キーワードが非常に重
要だと思うのですが、
その上手いキーワード
捻出する技もあるので
しょうか？
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私は文章は１次元、
図解は２次元、言葉
は３次元的要素だと
考えます。図+言葉は
８倍の効果で表現力
が上がると考えてます。

図解の方法は自分の
構想や業務を他人に
知らせる場合に使って
きたがそれを一つの手
法として確立して威光
ということを初めて知っ
た。また英語をしゃべ
るためにもこの方法を
使ってキーワードをand
やorで連ねていくだけ
で良いと言われた点に
も驚いた。

短時間の中で図解の
意義からやり方までよ
くわかりました。あとは
本を買って見て見ま
す。ありがとうござい
ました。

図でアンケートを書き
たかったのですが、ま
だまだ訓練が必要で
す。１週間に１図を目
標に頑張ります。日経
ビジネスでしたか？ス
ケジュール帳の記入
方法を読みました。ま
ねさせて頂きます。先
生のファンの一人にな
りました。

最後の演習でのポイ
ントが役に立ったので
そのような例の紹介が
もう少し沢山あればあ
りがたかった。

仕事ができるな感じた今まで付き合った方を思い
出すと皆共通して、考えを図に表すくせを身につけ
ておられました。今日実習していて感じましたが、
何故自分の説明がなかなか理解してもらえないの
か？何故相手の言ってることがわかりにくいのか？
と今まで悩んでいた事が全て今日の「図で考える」
という点で集約できるのでは・・・（実は以前、「人生
がうまくいく～」を読んだのですがその時は正直い
まいち理解できませんでした。今日の研修で頭が
回転しているうちにもう一度読み返してみたいと思
います。

自分はプレゼン能力
がないので図解思考
法を身につけて能力
を高めたいです。

全てに一貫性があり、
とてもよく理解できまし
た。お話もわかりやす
かったのですが、　せっ
かくの説明部分のエピ
ソードなどを「図」でお
話になってみたらいか
がですか？

振り返る、または図が
良いことをＰＲするた
めにも話しに頂いたポ
イントだけでもテキスト
化（図で）して頂きたい！

単に図を使えば良い
といのではなく、図を
どのゆに使えば効果
的かということにも触
れて頂きたかったと思
います。


