
⼀一般  or  会員
今回のワークショップで、分かったことは何
ですか？

どんな場⾯面でこのWin-‐‑‒Winの⼿手法を使って
⾏行行けそうですか？

この⼿手法を使いこなすために何か助けられる
ことはありますか？

全体の感想、およびお気づきの点があれば、
⾃自由にご記⼊入下さい。

⼀一般 クラウドの有効性 仕事、個⼈人⽣生活、等々 ⼤大変有意義でした。
⼀一般 問題の解決⼿手段、アプローチの⼿手段として1

つの⼿手順がある事が分かった。
実務：苦情対応のプロセスで、お客様の要望
にできる限り寄り添う案を検討する場合。

講義を聴くだけのセミナーより充実してい
た。

会員 ⽇日々、⾊色々な問題を考えていないことが良良く
分かった。

あらゆる機会で使えそうだが、まだ使いこな
せる⾃自⾝身は無い。

良良い教科書と研修等の教育プログラムや団体
が知りたい。

とても⾯面⽩白かった。他のツールも概要だけで
も知りたかった。

⼀一般 TOCが⾃自分でも使えるということを知りまし
た。

現在のPJ畝意に役⽴立立てたいと考えています。 ⼈人間関係の悩み、関係構築等。 ⾮非常に内容の濃いセッションで、満⾜足してい
ます。

⼀一般 まず、1つの問題を解決することを考えるこ
と。そのためには、シンプルに考えること。

（⾃自分で練習した上で）プロジェクトの課題
１つの解決。

初参加ですが、⾮非常に良良く寝られた企画だと
感じました。スタッフの皆さん、ありがとう
ございます。

⼀一般 ツールで、他の⼈人の意⾒見見を引き出せること。
いろいろな⾓角度度からものを考えること。

事例例、活⽤用例例がまとめとしてあると理理解しや
すい。

会員 ツールの特徴、メリット。 プライベートの細々とした問題。 サンプルが沢⼭山あるとよい。
⼀一般 考える⽅方法論論としての「クラウド」を初めて

体験して良良かった。
私⽣生活でも、職場でも利利⽤用できそうに思う。 本⽇日は初級だと思いますが、全体像が分かれ

ばと思います。複雑で複合的な問題への「ク
ラウド」の適⽤用⽅方法など。

講師の⽅方、JSDG会員の⽅方の熱意を感じまし
た。

⼀一般 クラウドの基本、整理理の仕⽅方 ⼦子供の⾞車車酔い、対処療療法として ・良良い頭の体操をさせていただきました
・⼤大⼈人よりも⼦子供の⽅方が良良いアイデアが出る
かも知れないと思いました。息⼦子と試してみ
ます。

⼀一般 考えることのプロセス、シンプルに考えるこ
との重要性と難しさ

使ってみたいと思います。使っていけるか否
かまではまだ判りませんが、⾃自分で演習して
みます

この⼿手法だけでなく他の⼿手法を知りたくなっ
た
研修会内容だけでなく、場所、雰囲気、運
営、全て素晴らしく感じました。
ありがとうございました。

会員 シンプルに考える、つきつめて考えることの
⼤大切切さ、⾯面⽩白さ、他の⼈人との共有のしやすさ

⽣生活の選択、⼈人⽣生の選択、職場の問題解決 ⾝身近なものから考えていく習慣をつける とても楽しく、知的好奇⼼心が満たされまし
た。
運営の⽅方、ほんとうにありがとうございまし
た。

会員 とてもシンプルに問題を分割することで、解
決できることがわかります。
どうどう巡りしそうなジレンマに陥りそうな
とき、問題を単純化することが重要だと

AorBの⼆二者択⼀一で悩ましいような場⾯面で使
えそうですね

会場はとても充実しておりました。
運営がスムーズで良良かったです。

会員 問題解決をしたいという意欲の⼤大切切さ、問題
設定の重要性

社内、部署内での問題解決、モチベーション
向上
家庭内の問題解決、夫婦間の愛情増進(笑)

参加者の参加意識識の⾼高さが素晴らしかった。
幹事団の皆さん、ありがとうございました。



⼀一般  or  会員
今回のワークショップで、分かったことは何
ですか？

どんな場⾯面でこのWin-‐‑‒Winの⼿手法を使って
⾏行行けそうですか？

この⼿手法を使いこなすために何か助けられる
ことはありますか？

全体の感想、およびお気づきの点があれば、
⾃自由にご記⼊入下さい。

⼀一般 クラウドツールの有⽤用性の⾼高さ PJの不不協和⾳音の解消、⽅方向性の共有など様々
な場⾯面

教育ツールの提供があると助かります プレゼン資料料の送付をお願い致します。
本⽇日の研修会は⼤大変有意義でした。ありがと
うございました。

⼀一般 今回の本題とは異異なりますが、先⽣生のファシ
リテーションが⼀一番勉強になりました。

⽇日常の業務(コンサルティング)の中で、クラ
イアントの問題解決に⾏行行き詰まったときに利利
⽤用できそうです

workshop形式は参加者の交流流も⽣生まれ良良い
と思いました。
先⽣生のファシリテーションとあきさせないプ
レゼンテーションがとても勉強になりました

⼀一般 クラウドは数をこなすことで更更にシンプルに
考えられるようになるということです

会社の運営に関して(更更に)使っていきたいと
思います

あっという間のセミナーでしたね。
もっと⻑⾧長い時間でも良良かったです。
ライブ・クラウドが素晴らしかったです。

⼀一般 ⼀一⾒見見対⽴立立するような問題でも、状況を整理理す
ることにより解決する⽅方法を⾒見見いだすことが
出来る

・上司と部下との意⾒見見不不⼀一致
・経営者と従業員の意⾒見見不不⼀一致
・個⼈人の複雑な問題 　などの解決

再度度『ザ・ゴール』を読んでみる 対⽴立立する問題や、複雑な問題の解決

⼀一般 問題のひもときツールとして、使えそうだと
感じました

ビジネス上での問題解決 継続的研修会の開催

⼀一般 新しい問題解決⼿手法に出合えました 仕事で使うことも10分考えられますが部下の
昇格論論⽂文の分析ネタにも使えそうです

まだモヤモヤとしているので何とも 良良い会場、良良い内容、素晴らしいです

⼀一般 有効に使える考え⽅方、ツールだと思いまし
た。

来期の事業計画策定に活⽤用してみようと思い
ます

できる範囲での事例例の公開 久しぶりに有意義なセミナーでした

⼀一般 ツールが問題の解決に適した粒粒度度で扱えるの
で考える助けになった

問題を議論論する際の共通認識識として利利⽤用する
のもひとつの使い⽅方として良良いと思いました

資料料希望します

会員 短い⾔言葉葉で問題点を記述していけば解決策が
⾒見見えてくる

なんとなく問題意識識や違和感だけがあり、そ
の実態が⾒見見えない場⾯面に使えそうです

頭の中で考えるだけでなく、実際にこの紙を
使って実際に書き出してみることが必要と感
じました

もうすぐ参加して15年年になりますが、JSDG
に参加したことは良良かったことの何番⽬目かに
感じています。幹事団の皆様ありがとうござ
いました。

会員 クラウドの⼿手法を理理解できました（来る直前
までITのクラウドと思っていました）シンプ
ルに考える。⾔言い訳を考える。⼿手順に沿わな
いとうまく整理理できない。

使っていきたいです。仕事にもプライベート
にも使えそうです。今抱えている問題に早速
活⽤用します。（会社の⼈人間関係向上。仕事忙
しすぎ。休⽇日どこに⾏行行くか）
（まだ最初のりんご⽪皮むき状態です）

・シートを共有して他社のご意⾒見見をきく
（家、研究会、会社の⽅方々）
・たくさんやってみることで使いこなしてい
きたい。

ワークショップ形式で楽しみながら学ぶこと
ができました。また講師が実例例を受講⽣生と対
話しながら進めていた点が分かりやすかった
です。さらに吉⽥田さんの話し⽅方が個⼈人的には
勉強になりました！（ありがとうございまし
た）

⼀一般 このツールの信頼性、強度度 まずはチーム内で
⼀一般 ⾔言い訳の内容を問題解決につなげることがわ

かった点。
特になし 特になし

⼀一般 シンプルに考えることで課題解決につながる
ことが多いこと

⽇日常の中で使えそうな気がするがツールとし
て使いこなすためには練習が必要かと思う

教科書的な内容ではなく実際に使われてない
ようなのも⾒見見てみたい

ワークショップ形式だったこともあり⾃自体が
深まった



⼀一般  or  会員
今回のワークショップで、分かったことは何
ですか？

どんな場⾯面でこのWin-‐‑‒Winの⼿手法を使って
⾏行行けそうですか？

この⼿手法を使いこなすために何か助けられる
ことはありますか？

全体の感想、およびお気づきの点があれば、
⾃自由にご記⼊入下さい。

会員 シンプルにする程よく⾒見見えるようになるこ
と。⼿手段、要望、⽬目標の区別がごちゃごちゃ
していたものが、実際にトライしてみてわ
かってきました。

業務での問題点について考えるとき。 使⽤用例例などたくさんあればいいかと思いま
す。特にちょっと直したほうがいい点と修正
後のワークシートがあると参考になると思い
ます。

⼩小学校のお話もあり、問題解決ツールは⾊色々
な所で利利⽤用できることがわかりました。とて
も楽しい時間を過ごせました。ありがとうご
ざいました。

会員 ⾃自分の頭で考えること、それもある⼿手順に
従って考えてみる事により⾒見見えていなかった
ものが⾒見見えてくることがある。

⼈人⽣生における悩み、家族間の問題の整理理等⾝身
の回りのことを整理理することに使ってみた
い。

事例例解決のようなものサイトに載せていただ
ければ理理解を深められると思う。

運営について慣れていらっしゃって、てもス
マートに感じました。幹事団の皆様に感謝で
す。

⼀一般 問題に関する要因はレベルを合わせる 刑余者、底辺の⾼高校のキャリア教育 ？ 場所もよく（アロマの⾹香り、コーヒー、景
⾊色） 　先⽣生⽅方のファシリテートもよく、グ
ループに⼀一⼈人サポーターがつくという充実し
た時間をすごすことができました。

会員 まず、このような⼿手法があることがわかりま
した。（全く初めての機会でした）

まだ、すぐには難しそうです。（クラウドを
確認するまでスムーズにできるようになりた
いです）

他の⽅方のシートは理理解をするのに役⽴立立ちまし
た。（とは⾔言っても理理解を出来て使いこなせ
るまではまだまだ経験が必要ですが…。）

⼀一般 問題点をシンプルにして解決できる⼿手段とし
て⾮非常におもしろいと思いました。道具とし
て使い込んでみたいと思います。問題そのも
のを複雑にしすぎていたのでは？

会社での利利害関係の調整とか、対⽴立立する課題
の解決に使っていけそう

⾔言い訳が考えられる。⾔言い訳も対策のヒント
なのですね。

研修会の運営、雰囲気についてもステキで
す。

会員 TOCとは何か？という点 職場、家庭、地域コミュニティといった様々
な場⾯面で活⽤用できると思います。

頭の整理理の仕⽅方の役に⽴立立つと思います。

⼀一般 問題解決の⼿手法もですが、頭の整理理の仕⽅方が
分かった気がします。

⼦子育て 本当に有意義なセミナーでした。

⼀一般 対⽴立立して解決できないと決めかかっているこ
とも問題解決の道はある。

やりたいけど、⾔言い訳して実⾏行行できていない
場⾯面。

会員 使えそうだと実感。あとは「やってみる事」
問題点を整理理でき解決につなげられるツール
だと実感。

⾝身の回りのこまり事。 ゴールドラットの本にも書かれている。その
時は「ああそうなんだ」という印象だった
が、実際に⼿手を動かしてみると、本とは違っ
た印象を感じた。おもしろいね。

会員 シンプルに考え、ワークシートに表すこと
で、頭で考えていることは本当の問題ではな
いと気付くということ。

まずは使ってみて、考え⽅方に慣れる必要があ
りそうです。他にも例例を⾒見見たいです。

ワークショップ形式にすることで、事前のサ
ポーターの研修など準備が⼤大変だったと思い
ます。とても有意義でした。

⼀一般 1つのテーマに参加者全員が集中できること ⾃自分がやりたくても実現できていないことの
解決策探し

今⽇日のプレゼンピッチをいただきたい ファシリテーションがよく、全体のワーク
ショップに参加でき、満⾜足

会員 ・問題をシンプルに表現する
・質問シートの⼿手順に従い、先⼊入観を⼊入れな
い

普段の、困ったときに 問題を洗い出すときにシンプルに表現できる
ようになりました

資料料を希望致します



⼀一般  or  会員
今回のワークショップで、分かったことは何
ですか？

どんな場⾯面でこのWin-‐‑‒Winの⼿手法を使って
⾏行行けそうですか？

この⼿手法を使いこなすために何か助けられる
ことはありますか？

全体の感想、およびお気づきの点があれば、
⾃自由にご記⼊入下さい。

⼀一般 シンプルな⼿手法でかつ応⽤用⼒力力のあるパワフル
なツールと思いました。

Yes 他の⼿手法（ブランチ、アンビシャス）
記⼊入サンプル

すばらしい 　→資料料希望

会員 かなりブレイクダウンとしないと使えないこ
とが分かった。TOCを使えるようになるに
は、もっと時間がかかりそうだ。

（初めてなので当然だが）かなり⼩小さめの問
題から始めないといけないかなと

半数が⼀一般参加、⼈人数も多いのに、楽しく活
発に（寝ずに）できてよかった。ハコもすば
らしかった。幹事団の皆様ありがとうござい
ました。(資料料希望）

会員 問題の分析のひとつの⽅方法を学びました。 仕事にもプライベートにも使えそうです。練
習も必要ですね。

この⼿手法のQ&Aに回答いただける⽅方法がある
と嬉しいです。

続編を受講したい気持ちです。ありがとうご
ざいました。

会員 頭の中で考えて分かったつもりになっていた
ことを実際に⽂文章に書き、ロジックを明確に
しようとするとできないものだなというこ
と。

⾝身近なことから実際の仕事でも使えそうで
す。

ひとまず何度度も繰り返し試してみることが⼤大
切切かと思います。

⼤大変重要な有効な時間をすぐすことができま
した。ありがとうございました。

⼀一般 問題の分析、単純かによって解決⽅方向に向か
う⼀一つの⼿手法として使えると思いました。

プロジェクト、組織課題の分析、解決等の検
討につかえそうです。

もう少し複雑な事例例など公開されていると活
⽤用できると思います。

活発な意⾒見見が多く出たことに驚いています。
資料料希望します。

⼀一般 気づきの重要性 ⽣生活の中


