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　「早く帰りたいのに帰れない…」
　「仕事がいつまでも終わらない…」

　ああ、そうですよね…。
　ボクたち教員の仕事は際限がなく、いつまでも仕事に追われてしま
いがち。毎日ついつい遅くまで残ってしまうことが常態化しやすい職
業といえます。

　遅くまで残業することが常態化すると、当然ですが疲れがたまって
きます。
　エネルギーにあふれた子どもたちの前に毎朝笑顔で立ちたいのに、
疲れが抜けない。だからついついイライラすることも増えてしまい…。
　放課後そのことで自己嫌悪。でもやっぱり山のような仕事が追いか
けてきて遅くまで残ってしまう。
　このマイナスのスパイラルから抜ける方法はないでしょうか？

　ボクも悩み続けてきました。　
　「どうすれば、『充実した仕事』と『早く帰って自分の時間を大切に
すること』を両立できるか」についてずっと考えてきました。
　ついつい遅く帰ることが当たり前になる中、子どもが生まれ、保育
園や学童のお迎えという「業務」が発生して、必ず早く帰らなくては
ならない状況になりました。大きなチャレンジのスタートです。たく
さんの失敗と、たくさんの試行錯誤の末、自分なりに「効率よく仕事
をして早く帰るコツ」みたいなものが徐々に言語化できてきました。
余裕を持って仕事をすることができるようになってきたのです。

　最近、「なぜ岩瀬さんは、そんなに忙しそうなのに､ 早く帰ったり､

まえがき



4

本を読む余裕があるの？」
　と聞かれることが増えました。
　そんな時、日頃の仕事のコツをちょこっと紹介してみたところ、な
るほど役に立った！　というフィードバックをもらうことがありまし
た。
　もしかしたら、このコツは人の役に立つかも？　というわけで、こ
の本にボクの試行錯誤のプロセスと、必要に迫られて編み出したボク
なりのコツを整理してみました。ボクなりの働き方の考えもまとめて
みました。

　あくまで「ボクがうまくいった」ものですから、すべてがみなさん
の現場でうまくいくとは限りません。でもヒントになるものもあるん
じゃないかなあと思っています。ぜひご自身の現場や置かれている状
況に合わせて上手にアレンジしていただければうれしいです。

　ボクたちの人生は一度きり。
　仕事も自分の時間も大切にしたい。
　自分もまわりの人も家族も大切にしたい。

　そのために、ちょこっと日常を工夫してみましょう。
　その小さな一歩がやがて大きな変化を起こすかもしれません。

　この本は、学陽書房の山本聡子さんの多大なるサポートによりどう
にか完成しました。心から感謝しています。
　そして、本書にも登場してくれたボクの家族のみんな。みんなの支
えがあり、なにより日常が楽しく幸せだからこその仕事術です。
　どうもありがとう。

岩瀬 直樹
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教師になった以上、
帰りたくても帰れなかったり、
長時間残業になったり、
プライベートが削られたって
しかたない…

あなたはそんなふうに
思っていませんか？
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そんなあなたにこそ、
この本を読んでほしい
んです。

プライベートや家族を大事にしながら、
教師もクラスも成長できる
そんな方法を
一緒に探していきませんか？



7

「こんなふうに働きたい！」
「こんなふうに自分の生きる時間を
大事にしたい！」
それって、必ず方法を見つけられます。

ぜひ本書でその方法を
見つけてください！

本の内容へ

GO!
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　たくさんの仕事に「とても終わりそうにない」と思ってヘロヘロに
なる毎日。多すぎて終わる気がしない。でもそれは本当なんだろうか？　
やるべき仕事はいったい何個あるんだろう？　早く帰らなくちゃなら
ないのに…。よし。まずは、ボクがやらなくちゃいけない仕事を全部
棚卸ししよう！
　そこで、どんな仕事があるのかTODOリストをつくってみること
にしました。1週間分の「やらなければならないことリスト」を作成
したのです。

前の週の金曜に来週1週間のTODOをつくる

　まず自分にはどれだけの終わらせるべき仕事があるのか。ボクはそ
れを把握するところから始めました。金曜日の放課後。「来週やらな
くちゃいけない仕事は？」と自分に聞いて、付箋に書き出します。1
枚1仕事。テストの丸つけも、会議も、集金も、アンケート回答も、
思いつく限りの仕事はすべて書き出したのです。もうこれ以上ないと
いうところまですべて出し尽くすことがポイント。「よし、この付箋
の仕事が全部終われば、来週はOKだな」。戦う（？）べき相手の全
体像が見えてきたら、次は攻略するための戦略です。その付箋を月曜
日から金曜日に振り分けていきます。
　月曜日は放課後が空いてるから多めにやって、テストの丸つけは火
曜の朝にやって返却しよう、集金は木曜に集まるから木曜日にまとめ
て…といった具合に5日間に振り分けてTODOリストは完成です。

仕事術３ !

TODOリスト
をつくる
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ボクはA4の紙１枚に簡単に清書して机に貼っておきましたが、手間
なら付箋のままリストにして、終わった仕事の付箋をはがしていって
もいいですね。

全部書き出す｡ 細分化する

　この仕事術の一番大切なポイントは、「思いつく限りの仕事をすべ
て書き出す！」ということです。ノーミソの中には何も残さない。そ
のTODOリストの仕事がすべて終われば、ほかにはすることがない！　
という状態にするのです。やってみるとわかるのですが、こうやって
リストができると、何だかすっきりします。仕事を覚えておかなくて
いい、そのリストさえ見ればいい状態にするだけで、びっくりするぐ
らいストレスがなくなります。そして、仕事の抜けも抜群に少なくな
りました。
　もう一つのコツは、「仕事をできるだけ細分化する」ということです。
たとえば子どもにアンケートを採って集計して提出という仕事があっ
たとします。その場合、「子どもにアンケート」という書き出し方で
はNG。「子どもにアンケートを採る」「集める」「集計する」「教務主
任に提出」「残りのアンケートをシュレッダーにかける」と5つの仕
事に細分化するのです。こうすることにより、アンケートを採るだけ
で一つのリストを終了できますし、どこまで進んだかの進捗状況がは
っきりします。何よりリストがどんどん消えていって、やる気がアッ
プします。ボクたちは、やった仕事が可視化されるとうれしくなるも
のなんです（ボクだけ？）。

朝に今日やることをチェック

　毎朝、今日のTODOリストをチェックしました。
　このリストが消えたら今日は帰れます！　隙間時間ができたらこの
リストを片っ端から片付けていきました。これが終わればお迎えに行
ける！　こうやって「今日やるべきこと」をハッキリさせ、それを片
付けていくことで、ずいぶん仕事が効率的になってきました。
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　1週間分のTODOリストは完成しました。
　今日は、この1日分のリストを片付ければOK。よし、今日は5時
に帰れそうだ。と思っていたら、新たな仕事が発生した。そう、仕事
って突然発生するんですよね。また新しい文書が来た。注文しなくち
ゃいけないものができた。出張依頼文書に回答しなくちゃ。学年便り
つくるの忘れてた、等々。それを今日のリストに付け足していくと、
やっぱりいつものように帰りが遅くなります…。そんなときどうすれ
ばいいか？　それは「明日のやること（TODO）リストに付け足す」
です。

今日に仕事を付け足していくと、ずっと帰れない…

　1週間分のリストを見れば、「明日やることリスト」がはっきりし
ています。その日に発生した仕事は、その日のリストには入れません。

「明日のやることリスト」に付け足すのです。これによって、今日の
TODOリストは変わりません。今日は朝に確認した仕事を終わらせ
さえすれば帰れる、という状態をキープするんです。そうすれば5時
に何とか出られる。このリストに仕事を足してしまうと、少しずつ帰
るのが遅くなっていつの間にか毎日遅くなる、に戻ってしまいます。
ボクもそういう失敗を数多くやってきてしまいました。

「明日できることは今日やらない！」明日やることリストに足す！

　そこで、今日の分の仕事量は変えない、新たな仕事は明日に入れる、

仕事術４ !

明日やることリストに
付け足す
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というルールにしました。
　明日発生した仕事は、もちろん明後日に追加です。これをルールに
すること。そうすると、その日の仕事量は変わりません。毎朝、その
日の仕事量が確認できて、「これさえ終わらせれば帰れる！」をキー
プできます。一見先延ばしの仕事術に見えますが、そんなことはない
んです。
　ボクの大切な友人に「明日できることは今日やらない」と言って酒
を飲む人がいるんですが（笑）、これって結構大切なことなんだと
30歳をすぎてから気付きました。今日はここまで、と決める。そう
やって安定的に決められた時間に仕事ができるようになりました。

瞬時に仕事を仕分けできるようになる

　TODOリストをつくるときに、次のようなルールを徹底すること
で瞬時に仕事を仕分けできるようになりました。
　①仕事が発生→5分以内ならその場で終える
　②５分以上かかるなら明日のTODOリストに足す
　この２つだけなので30秒もあればOK。仕事の抜けもなくなり、
いつでもリストを見ればいい状態になります。やるべき仕事を覚えて
おかなくてもよい、というだけでストレスは半減！　ぜひやってみて
くださいね。
　１ヵ月続ければ習慣になって、TODOリストをつくることが当た
り前になります。教師には、日々いろいろな事務仕事が発生します。
そして、予期しない事務仕事に追われて、多忙感ばかりが折り重なっ
ていくという現実があります。そのための仕事術が「明日やることリ
スト」です。

仕事を「仕分け」しよう

　日々発生する事務仕事。ボクはこんなルールで仕分けしています。
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①５分以内にできるものは、その場で終えてしまう
　すぐ終わることは、その場でやってしまう。これ、簡単そうで、
とても大事な方法です。忘れないうちにその場でパッと終えてしま
う。この仕事を後回しにすると、「どんな仕事だったか」を思い出
すことから始めなくてはならないため、倍以上時間がかかることに
なりかねません。

②�期日があり、その日にならないと完成しないものはカレンダーに書
き込んでおく
　一番困るのは「忘れてしまうこと」です。その仕事に着手し始め
る日をカレンダーにすぐに書き込みましょう。ボクは半年先の仕事
でも、たとえば「修学旅行の打ち合わせの電話をする」と書き込ん
でいます。

③それ以外は「明日やることリスト」に書き込む
　この「明日やることリスト」がポイントです。

　実はこのやり方はボクのオリジナルではなく、『マニャーナの法則 
明日できることを今日やるな』（マーク・フォースター、青木高夫訳、
ディスカヴァー・トゥエンティワン）という本を参考に実践している
ものです。
　特別な用紙などは必要なく、ただ白い紙に仕事をリスト化して書き
込んでいくだけのシンプルなやり方ですが、毎日の仕事量と内容がは
っきりと《見える化》され、驚くほど順調に事務仕事が片付いていき
ます。興味を持った方は、ぜひ本も読んでみてくださいね。

01_5時に帰る.indd   32 15/12/17   13:58



33第１章　「うわっ！　時間がない！」から始まった時間管理

やることリスト
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