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講師・コンサルタントのための
ビジネス書執筆マイルストーン
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編集者のサポートなしで本を書くために

本を書くための段取り

本を書くとき、特にある専門分野のプロがビジネス書を書くときには、著者と編集者が話し合
いながら共同作業で仕事を進めていきます。
編集者の仕事は原稿の完成を待ち、校正をするだけではなく、「著者が書きたいこと、言いたい
ことを引き出す」「著者のアイデアを一緒に整理する」「本の構成を組み立てる」という大きな
役割も担っています。
編集者をつけずに本を書くということは、道案内なしで目的地にたどり着こうとする状態。
そこで、私たちは執筆サポート資料として道案内の代わりに、執筆作業のための「地図」と「道標」
をご用意します。

本を書くために、何を言いたいのか、何を書くべきか、どういう順番で書くべきかを決めてお
く必要があります。そのために、以下のような段取りで作業を進めていきましょう。

テーマ設定

プロットの作成

章立ての作成

執筆

アイデア出し

アイデアの整理

調査・取材

プロットの作成

章立ての設定

あらすじの執筆
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テーマ提示

問題・課題整理

原因究明

対策・施策説明

効果と進歩
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全体的な結果・改善
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1. テーマの設定
何についての本を書のか、ひとことで説明できるところまで突き詰めて考えます。

「◯◯を解決するための方法」
「◯◯する上での心得」
「◯◯しないための準備」
「◯◯で成功するために必要な◯◯」
「◯◯と◯◯の関係」
書籍のタイトルではないので、凝った表現はいりません。簡潔に書いてみましょう。

2. プロットの作成
プロットとは、文章の核となる因果関係を示すものです。最もシンプルなプロットは「◯◯だ
から□□」というもの。このシンプルな構造をどのようにつないでいくかが文章の構成につな
がります。

小説や随筆とちがい、ビジネス書はほとんどの場合いくつかの類型に分類することができます。
アイデア出しやプロット作成に入る前に、自分が書きたい本がどの類型に当てはまるかイメージ
しておくと、この先の作業がスムーズに進められます。もちろんアイデアを整理していくうちに
別の型にしても、ここで紹介する類型に当てはまらない形でプロットを構成してもかまいません。

文章の基本となる起承転結に沿って書
かれたひとつのテーマのストレートス
トーリー。
あるひとまとまりの課題や事件に対す
る取り組みや解決までの過程を、時系
列あるいは因果関係に沿って示してい
くような文章となります。一つの課題
をクリアすると次の課題が見えてくる
ような場合がこの流れになります。

大きなひとつの問題に対して、様々な
要素から課題や対策を提示する型です。
問題点、あるいは対策を箇条書きで並
列に並べられるような場合にはこの型
に沿って構成していきます。ビジネス
書にある「◯◯するための��の方法」

「◯◯で失敗しない�の法則」といった
タイトルをイメージしてください。

テーマに対して具体的ないくつもの事
例を紹介していき、最終的にその事例
に共通する課題や考え方、あるいは事
例ごとの差異をあぶり出していくこと
で、身につけておくべき基礎的な考え
方と、事例ごとの応用を紹介します。
わかりやすいテーマに説得力を持たせ
たいときに有効な型です。

●本の「型」
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失敗談

疑問点
あきらめない姿勢

裏テーマ

主なテーマ

主なテーマ

大事な心得4

大事な心得3

大事な心得2

大事な心得1

昔の話 期待すること

事件A
事件B

マイナス要素

人心掌握

疑問点
失敗談

期待すること

あきらめない姿勢

昔の話

人心掌握
事件A 大事な心得3

大事な心得1 大事な心得2

大事な心得4

マイナス要素

裏テーマ
事件B

プラス思考

設定したテーマに対して、起承転結を組み立てるためのアイデアをいったんテーブルの上に散
らかすように並べていきます。ブレスト（ブレインストーミング）の要領で、アイデアを書きとめ、
そこから派生するアイデア、アイデアに関連する事例や要点を小さなカードにしていきます。
実際にカードや付箋などを使ってテーブルに並べてもかまいませんし、パワーポイントを使用
してアイデアを記入したボックスを並べていってもいいでしょう。

※ここからの作業は、慣れている方はPowerPointなどを活用しましょう。

2-1. アイデア出し（ブレインストーミング）

アイデアを十分に出したら、今度は散らかったアイデアを線でつないでいきます。原因と結果、
問題と対策、方法と実例、事例と法則といった関係を考えながら、KJ法と呼ばれるやり方でア
イデアをつないでいきます。
アイデアをグループに分け、グループ名でくくってそれを線でつなげていきます。
他と関係の薄い事柄については、線でつながず端にならべておきましょう

2-2. アイデアの整理
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失敗談
疑問点 あきらめない姿勢

裏テーマ

主なテーマ

大事な心得4

大事な心得3

大事な心得2

大事な心得1

昔の話

期待すること

事件A

事件B

事件C

事件D 証言E

証言E

事件C

マイナス要素

人心掌握

プラス思考

整理したアイデアに対して、不足している実例サンプルを探したり、紹介したい事例について
の追加取材を行なったりして、説得力を増すための情報を補強します。
対比となる別の事例を探したり、別の人の証言を取るなど、様々な角度から情報を集め、使い
やすい情報、わかりやすい情報を取捨選択していきましょう。

2-3. 調査と取材

アイデアを整理したら、�-�で考えた類型などを参考に、自分がどのように話を進めていきたい
か考えてそれぞれの要素をひとつづきのまとまりとして並べていきます。
さらに、カードに対してコメントを追加していき、執筆する際の肉付けの材料にします。

2-4. プロットの作成

失敗から学ぶ
グループワークのポイント

トラブル対処チームを
急遽編成

同様のトラブル
対処の成功事例

うまく行く可能性のあった事例

うまく行かない理由がわかりづらい例 事件Bに関する証言

事件Bに関する証言

うまく行く可能性のあった事例

対処が後手にまわり
原因究明に２ヶ月

部長直下のチームで
対処した事件

◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯

信頼関係がある
判断に責任が持てる
任せることの重要性うまくいった原因の検証

・人選に間違いはあったか
・初動の問題点
・責任の所在
・目的意識が希薄？

根気よく話を続ける

部署間の連絡不足
横断的な権限がない

協業を円滑に進められる
人間関係の構築

信頼関係を築くことで
より良いアイデアが生まれる
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3. 章立ての作成
プロットが完成したところで、実際の本の章立てを考えていきます。

※ここからはWordなどのワープロソフトがおすすめです。

4. 執筆
ここまで準備すれば、あとは章・項ごとにゆっくりと執筆していくことも可能です。
しかし、日が開いてしまうとなかなか筆が進まないもの。毎日少しずつでも書き足していきま
しょう。

起承転結やストーリーの類型を考えながらプロットを章・節・項に落とし込んでいきます。
最終的に表記しなくてもかまいませんが、各章・節・項にタイトルを付けていきます。

3-1. 章立ての設定

章立てが出来上がった時点で、どういうことをどんな順番で書くべきかはほぼ決まりました。
本格的に執筆に入る前に、各項ごとに内容を要約してあらすじを執筆します。
これをもとに本番の執筆を行うので、あらすじを書いたら全体を読み直し、矛盾する点や順番
を入れ替えた方がいい場所などをチェックし、できるかぎり正確な内容を簡潔に書きましょう。

3-2. あらすじの執筆

第１章 グループワークのプロフェッショナルを目指す
 �-� プロの仕事に求められること
 �-� グループを仕切れる期待する人物像　
第２章 ◯◯◯のトラブル対処
 �-� 急造チーム
 �-� 初動対処と信頼関係
 �-� 事態に追いつけないトラブル対処
 �-� ・・・・・・
第３章 ・・・・・・・・・・・・・・

第１章 グループワークのプロフェッショナルを目指す

 �-� プロの仕事に求められること

 �-� グループを仕切れる期待する人物像v

この本では、協業他社とチームを編成しグループワークで
プロジェクトを進めていくための心得を紹介していきます。

プロは、チームに所属する人材を生かし、問題をいち早く解決する
ことが求められる
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最短２ヶ月、余裕を持って３ヶ月ほどの期間を想定して
制作スケジュールを設定するのが良いでしょう。執筆スケジュール

テーマ設定 （　/　） ▶
ブレスト （　/　） ▶
　（１日置きましょう）
アイデア整理 （　/　） ▶

プロット作成 （　/　） ▶
　（１日置きましょう）
　（見直し・調整）

章立ての設定 （　/　） ▶
　（見直し・調整）
あらすじの執筆 （　/　） ▶

執筆開始 （　/　） ▶

（この頃までに初稿完成。推敲と校正作業に入る）

タイトル決定、印刷に向けての手配開始 （　/　） ▶
（この期間に静山堂出版でISBNコード取得）

原稿完成・印刷入稿 （　/　） ▶

上梓（納品） （　/　） ▶

印刷・製本
↓

発送
（約2週間）

準備期間
（約2週間）

取材や調査が必要な場合は
日程を追加します

日付記入

執筆期間
（約３週間）

自分の執筆ペースにあわせて
調整しましょう

予備日

1月（4週）

2月（4週）
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本の作成

実際の印刷・出版に関するお問い合わせ
電子出版に関するご相談も対応いたします。

新しい書籍を作る

ここからは静山堂出版のウェブサイトで作業が可能です。ログインしたら新たに本をつくって
編集してみましょう。

※ここまでに作成したWordのファイルをご用意ください。

静山堂出版にログインし「新しい書籍を作る」ボタンをクリックして、タイトル・サブタイト
ルを入力し、書籍のサイズと本文のテンプレートを選択して本の外形を完成します。（表紙、本
文テンプレートともに後に変更可能です）

章・節の追加と本文の編集
作成した書籍の本文を編集します。初期段階では「はじめに」「目次」「あとがき」「著者紹介」「奥付」
が設定されているので、用意しておいた本文にあわせて章を追加していきます。章のタイトル
は必要ないと判断すれば空白でもかまいません。

Wordで執筆した内容をはりつけていき、改行や太字、数字の扱いなどを設定していきます。本
文は章や節などの項目ごとに体裁をプレビューすることが可能です。
挿絵などもファイルを読み込んで追加できます。

※静山堂出版では挿絵の作成サービスも行っています。


