はじめに
“たった１つの考え方”で人類の歴史が変わった！
1776 年、1 冊のベストセラーが生まれました。
舞台はイギリスの植民地だったアメリカ。トマス・ペインの
書いたわずか 8 ページの『コモン・センス』という冊子は 3 ヶ
月で 12 万部のベストセラーとなりました。この 1 冊から、人
びとの意識は、
「植民地支配の緩和」から一転「イギリスから
の独立」へとシフトしていきます。アメリカの独立、それは
“たった１つの考え方”からはじまりました。
舞台は変わり、1930 年。イギリスの植民地だったインドで
１つの運動が起こりました。60 歳を超えたガンジー率いる
「塩の行進」。その運動を支えた「非暴力・不服従」という考え
方。インドの「独立」、これも“たった１つの考え方”からは
じまりました。
「地球は丸い」という考え方から大航海時代がはじまり、
「人
間は空を飛べる」という考え方からライト兄弟の人類初飛行が
生まれ、「人類を月へ」という考え方から宇宙への扉がひらか
れた。このように、人類の歴史の大転換はシンプルな“たった
１つの考え方”から生まれています。
これと同じように“たった１つの考え方”で、あなたの仕事
も大きく変わります。本書に登場するスティーブ・ジョブズか
ら年収１億円クラスを稼ぐ人たちまで、彼らの成功もまた“た
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った１つの考え方”からはじまっています。このことは、本文

彼は、こうも言いました。

で詳しく述べるとして、本書では「早くて質の高い仕事」をす
るための“たった１つの考え方”について、具体的かつ実践的

「100 の最高の武器（スキル）があったとしても、仕事で成果

に伝えていきます。

が出ないなら、それはすべてゴミになってしまう。仕事で成果

あなたに必要なのはスキル？それとも考え方？
私は、スキルアップに時間とお金をかけてきました。ロジカ
ルシンキング、マインドマップ、自己啓発、モチベーション、

を出すために必要なこと以外、全部捨てろ！」
私はこれまでスキルアップに費やしてきた時間、金額を計算
してみることにしました。

MBA プログラム、成功哲学、ファシリテーション、心理学、

時間にして 5 年間以上。退社後の夜の時間や毎週末。金額は

コミュニーション、NLP など、仕事に役立つと聞けば、手当

1000 万円を超えていました。でも、それが成果に結びついた

たりしだい手を出しました。

かどうかという点では、よく見積もっても 1％以下。つまり、

さらに、ビジネス雑誌で、手帳術、伝える技術、時間管理
術、ノート術、聞く力、整理術、話し方などのスキル特集を目
にする度に購入していました。

99％のスキルはムダだったのです。
投資したスキルがムダになる。これは「スキルは時代ととも
に陳腐化する」という側面からも起こりました。

私は「スキルを強化すれば仕事で成功できる」
「いつかこの

いま使えるスキルでも、時がたつと使いものにならなくなっ

スキルは必要になるかもしれない」と考え、まるで筋トレをす

てしまいます。スキルには旬があるのです。旬を過ぎた食材の

るかのように、あれもこれもビジネスで使えそうなスキルやノ

価値が下がるように、旬を過ぎたスキルの価値は目減りしてい

ウハウを仕入れてきました。

きます。次から次へと新しいスキルが生まれ、古いスキルは

しかし、私の師の次のひと言でスキルを追い求める旅に終止
符が打たれます。

徐々に消えていく、この繰り返しです。
一方、時代が変わっても活きるもの、それは「考え方」で
す。考え方は、数学でいうところの定理や公式のようなもので

「スキルはもう十分でしょ」

す。時代とともに、新しいやり方が登場しても、定理や公式は

「結果につながらないスキルは全部ゴミ！」

変わることはありません。あれもこれもと、問題の解き方を覚
えなくても、定理・公式をベースに自分に頭で考えて応用する
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ことができます。
ビジネスにも、数学の定理・公式にあたる「考え方」があり
ます。私自身、スキルでなく「考え方」に焦点をあわせるよう
になってから、仕事が変わりました。

今すぐ、誰でも、簡単に、実践できる「考え方」
この本では、あれこれスキルを身につけなくても、シンプル
な考え方を実践すれば、誰でも早くて質の高い仕事をすること
ができるようになる“たった１つの考え方”をお伝えしていき

手を動かしたりする物理的なスピードをいうのでなく、ムダな
く最短距離でゴールにたどりつくことをいいます。
そのために必要なのは、スキルでなく「考え方」
。
“たった１
つ”でいいので、その１つを見極め、あとは実践するだけで
OK です。
本書では、まず第１章で“たった１つの考え方”を紹介し、
その後２章から５章まで“たった１つの考え方”を実践するた
めの方法をお伝えしていきます。
この本を読んだ後、“たった１つの考え方”を実践するよう

ます。

になると、突然、劇的に仕事の質とスピードがアップしてるこ

“たった１つの考え方”を実践するだけで、仕事が変わりま

とに気づくはずです。

す。

さっそく、
『100 のスキルよりたった１つの考え方で仕事が
変わる』世界の扉をあけてみましょう。

・目標を達成できるようになる
・計画通りに仕事が進むようになる
・報告書、企画書などの書類作成がぱっと片づく
・会議が 1/2 の時間で終わる
・残業がゼロになる
・仕事や資格の勉強がはかどる
・自分の本当にやりたい仕事ができるようになる
これまでがウソのように、すべての仕事が早くて質の高いも
のに変わっていきます。ちなみに“早い”と“速い”は意味合
いが違います。この本でいう“はやい”は“早い”のことで、
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