コミュニ
ケーション

メンバーや顧客との人間関係を好転させビジネス成果を最大化させる

傾聴力＆質問力 強化セミナー

1日

定

員

151362

30名

特

目標を達成し、ビジネス成果を最大化させるためには、相手と良質な人間関係を構築することが求められます。また、それと同時に相手を動かすた
めには、彼らが求めているものを正確に把握することも重要です。
特に、適切な情報がビジネスの成否を左右する時代、情報を引き出すことがより求められるようになり、「聴くこと」、そして
「訊くこと」のスキルが求
められるのです。
「聴くこと」
（傾聴力）
で多くの情報を引きだし、人間関係を好転させ、真のニーズを把握することができます。また、「訊くこと」
（質問力）
で相手に考え
させ、気づきを促し、行動につなげることができます。
本セミナーでは、「傾聴力」
と
「質問力」の基本と応用を習得し、ロールプレイで実践し、すぐに使えるコミュニケーションスキルとしてマスターしてい
ただきます。そして、組織を活性化させ、顧客満足を高め、組織目標の最大化を目指します。

会期・受講形態（会場）

講

※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

2021年 6月15日
（火）
※オンライン
2021年10月 8日
（金）
※オンライン
2022年 2月25日
（金）
※オンライン

参加料（税込）

株式会社リクルートをはじめ、人材ビジネス企業数社で、提案営業、
営業マネージャー、企画マネージャー、事業統括マネージャーを経験。
一方、キャリアアドバイザーとしても、1000名以上のビジネスパーソン
との面談、転職支援を経験。また自社の新卒・中途あわせて500名以
上の面接も担当する。

日本能率協会法人会員
上

記

会

2016年に独立起業し、営業力強化、人材採用、コミュニケーションに
よる組織活性化、コーチングマネジメント、リーダーシップ等のテーマ
で全国各地で活動中。また、コンサルタントとしても、人材採用や営業
力強化のコンサルティング、ビジネスコーチを様々な業界で行っている。

○本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

員

外

JMAマネジメントスクールでは「管理能力開発コース」をはじめ、「後輩指
導における効果的な叱り方セミナー」、「営業力養成セミナー（入門編、
ヒアリングスキル編、プレゼンスキル編）」、「面接力向上セミナー（面接
官トレーニング）」等で登壇している。

56,100円／１名
68,200円／１名

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※2021 年 4 月開催分より昼食の提供はございません。
（各自でご用意ください）

プログラム
9:30

（昼休み12:00 ～ 13:00）

１日

1.「聴く」
＆
「訊く」技術の重要性について

・ケーススタディ～上司と部下の会話
■
グループワーク 情報を引き出す会話法
・ビジネスにおいて、なぜ「聴く」
＆
「訊く」技術が重要
なのか？
① 顧客に対し、真のニーズに気づかせるため
② メンバーの主体性と創造性を高めるため
③ メンバーや顧客との人間関係を好転させるため
・ポイントは
「聴く」
技術
（傾聴力）
と
「訊く」
技術
（質問力）

2.「聴くこと」
（傾聴力）
で多くの情報を引き出す

20

17:00

•訊く
（質問力）
とは何か？
•相手のなかにあるものを引き出す。曖昧なものを
具体的にする
•相手の気付きを促す

•具体的手法
① オープンクエスチョン
② 具体化の技術
③ 未来質問で
「ありたい姿」
を引き出す
④ 視点を移動させる
演 習 個人ワーク
■
「オープンクエスチョンを駆使する」
トレーニング

4. 相手から
「引き出す」面談の技術について
（GROW）
•水平質問と垂直質問
•GROW面談法
① 目標設定
② 現状理解
③ プロセス設定 ④ 行動させる

5. 面談ロールプレイング

•ケーススタディの解説
演 習 ペアワーク：ロールプレイング
■
「相手のやる気を促す面談」

6. 本日の振り返り

•面談に使える有効な質問リスト
•質疑応答

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

（昼休み12:00 ～ 13:00）

１日目
★ オリエンテーション

•プレゼンテーションとは •プレゼンテーションに必要な能力・スキル

1. プレゼンテーション実践演習（1）

■
動画撮影
1回目 プレゼンテーション
（発表・ビデオ撮影）
■
•受講生間コメント 講師批評 •フィードバック

2. ロジカルなプレゼンテーションのための基盤スキル

•効果的な
「シナリオ作り」
と
「伝達」のためのロジカルシンキング
•ゼロベース思考と拡散・収束思考、仮説・検証思考
グループ演習
•分類と構造化のしかた
（MECE、ロジックツリー）■

象

3.「聴き手のニーズ」へのロジカルな提案

17:30

（ノートPCのご持参が難しい方は、申込時に「PCレンタル」を選択してください。小会にて準備します。）

5. ロジカルなメッセージの伝え方

会

•根拠、データ等の伝え方（SDS法、PREP法）
•聴き手に効果的なビジュアルと文章の作成 •反論の抽出と対応策の検討
グループ演習
•聴き手に印象的なデリバリー（身振り・手振り）のしかた ■

6. 質疑応答の対応

•質疑応答の基本的な進め方

○本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

日本能率協会法人会員
員

外

•ロジカルな応答の方法

7. プレゼンテーション実践演習（2）

■
動画撮影
2回目 プレゼンテーション
（発表・ビデオ撮影）
■

102,300円／ 1名

（1回目のブラッシュアップの実践、質疑応答演習を含む）

114,400円／ 1名

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※2021 年 4 月開催分より昼食の提供はございません。
（各自でご用意ください）

２日目
4. ロジカルなシナリオの構築

•聴き手のニーズを満たすロジカルなシナリオの作り方
•帰納・演繹による理由付けと類推 •ピラミッドストラクチャーによる整理
グループ演習
•シナリオ・構成の設計 ■

会期・受講形態（会場） ※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

参加料（税込）

•聴き手とニーズの明確化、前提となる知識・情報の整理と提供
•ニーズを満たす具体策の立案
個人演習
•現状把握と協働思考のための質問と傾聴 ■
ロールプレイ
•聴き手のニーズと具体策の整理 ■

時間
9:30

2021年 5月18日
（火）
～19日
（水）※会場（東京）
2021年 9月29日
（水）
～30日
（木）※会場（東京）
2022年 1月17日
（月）
～18日
（火）※会場（東京）

記

動画撮影

時間
9:30

●聴き手のニーズを把握するための『課題認識力（質問力、傾聴力）』
●聴き手を合意に導く
『論理性を重視したシナリオ作成』
●効果的に伝えるための『文章表現・ビジュアルの要点』
●聴き手に印象的な
『デリバリー（身振り・手振り）
の実践』
●質疑応答におけるコントロールのしかた

上

講 師
眞下 仁
ヒューマンマネージコンサルティング株式会社
代表取締役
人材総合コンサルタント 研修トレーナー
他 講師陣
定 員
12名 ※少人数制

プログラム

セミナーで学べること

対

•受講生間コメント 講師批評

17:30

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

セミナーID

プレゼンテーション資料作成セミナー

1日

ねらい

•フィードバック

8. 研修の振り返り、自己の強化ポイントの整理

12 説得力を増す、効果的な

定

員

（昼休み12:00 ～ 13:00）

1. 目的とゴール設定編

•目的とゴールを設定する
•ターゲットを知る
•期待を捉え、理解レベルを推し量る

セミナーで学べること

2. メッセージ＆ストーリー編
•メッセージの作り方
•ストーリーの作り方

●資料作成の目的設定からメッセージ作成、効果的な表現を体系的に学びます。
●テキスト、表、グラフ、図の表現など、ビジュアル上の工夫の仕方を学びます。
●初心者の方から日常的に資料を作成している方まで、
“説得力のある”、
“効果的な”
資料作成のポイントを学びます。

30名

１日

時間
10:00

100174

講 師
清水 久三子
株式会社AND CREATE
代表取締役

プログラム

いまやビジネスパーソンにとって、プレゼンテーションスキル
（能力）
は必須のスキル
といえます。重要な商談や会議において、プレゼンテーション資料の構成や出来映え
は仕事の成果に影響してきます。
どのようにすれば自分の考えを相手に効果的に伝えられるでしょうか。
本セミナーでは、“プレゼンテーション資料の作成”
に焦点を当て、いかに相手の
心に響く資料を作成するか、どうやって説得力のある資料を作成するか等、より効果
的な資料の作成の仕方を学びます。

対

100170

演習
■
演習
■

演習
■
演習
■

象

●どうやってプレゼンテーション資料を作って良いか分からない方
●社内外で資料作成やプレゼンテーションを行う機会の多い方
●効果的でわかりやすいプレゼンテーション資料の作成方法を学びたい方

会期・受講形態（会場）

3. ビジュアル編

•文字、表
•グラフ
（①縦棒グラフ、②折れ線グラフ、③横棒グラフ、④円グラフ、⑤その他のグラフ）
演習
■
•図（関係性を表す図のパターン、比喩）
•カラーリングイラスト

※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

2021年 6月 9日
（水）
※オンライン
2021年 9月 6日
（月）
※オンライン＆会場（東京）
2021年10月25日
（月）
※オンライン＆会場（東京）
2021年12月13日
（月）
※オンライン＆会場（東京）
2022年 2月 2日
（水）※オンライン＆会場（東京）

参加料（税込）

○本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

日本能率協会法人会員
上

記

会

員

外

56,100円／ 1名

4. 総合演習（提案書の作成）

68,200円／ 1名

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※2021 年 4 月開催分より昼食の提供はございません。
（各自でご用意ください）

17:00

※本セミナーはパソコンを使用して、実際に資料作成を行ったりするプログラムではありません。

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

２０２１年４月号

２０２１年４月号

•聴く
（傾聴力）
とは何か？
•傾聴力で相手から好感と信頼感を得る
•情報と考えを引き出すアクティブリスニングの技術
•「聴く」時の留意点
演 習 ペアワーク
■
「相手の願望を聴くロールプレイング」

3.「訊くこと」（質問力）
で人を動かす

①ビデオ撮影を取り入れ、自身のプレゼンテーションを客観的に振り返ることで、
今後の課題を認識できます。
②研修時に撮影した画像は、DVDにして後日派遣責任者にお送りします。
③演習（トレーニング）の時間を多く取り、実践的で役立つプログラム構成になっています。

【著 書】
「相手に本音を語らせて、思うように動かす技術」
（明日香出版社）

時間

長

事前課題、他

一般社団法人日本能率協会 専任講師
株式会社エス・シー・ラボ 代表取締役
ビジネスコーチ

●聞き上手になって仕事の質を高めたい方
●社内調整や渉外活動を行う必要のある方
●相手の考えや真意を引き出す必要がある方
●営業職や販売職、サービス職などの顧客接点をお持ちの方
●部下やチームメンバーとのコミュニケーションをよりよくしたい方

事前課題

・あるテーマについて、簡単なプレゼンテーション用資料を作成のうえ、研修当
日ご持参いただきます。
・本セミナーでは、PCを使用した演習を行います。ノートPCをセミナー当日ご持参ください。

田中 和義

象

スキル向上セミナー

●社内外でプレゼンテーションする機会の多い方
●効果的なプレゼンテーション技術を身につけたい方

師

セミナーID

11 「ロジカル・プレゼンテーション」
2日間

ねらい

対

聴き手を納得させ、合意へと導くプレゼンのノウハウ・スキルを身につける

プレゼン
テーション

10

セミナーID

21

