1 話が通じる、伝わる

セミナーID

事前準備

定

員

24名

ねらい

言いたいことがうまく伝わらない、何を言っているのか途中から自分でも分からなくなる、結果、話が前に進まない。自分ももどかしいし、相手の時間
も無駄にしてしまう。仕事の場面において、ものごとを分かりやすく説明する力はしっかり身に付けたいスキルの一つといえます。説明上手かどうかの
分かれ道は、自分目線の一方的な情報提供に終始するか、伝えたい相手のニーズや背景、コミュニケーションの特徴に合わせて伝えることが出来て
いるかの違いにあります。
本セミナーでは、社内外を問わず、内容によらず、相手にしっかりとその内容が伝わり、仕事を上手に前に進めるための「説明」の基本や型、言い方
などトータルに学びます。また、分かりやすい説明をするための準備の仕方から練習方法まで学び、ビジネスでの実践力を高めていきます。

特

徴

●説明するシーンの動画を撮影します。客観的に振り返ることで課題を
明確にします。
●受講者の身近なテーマを用いて実践的な演習を行います。

ゴール

●“伝わる説明”
と
“伝えたつもり”の違いの理解
●“わかりやすい説明”の基本的な組み立て方を学ぶ
● 状況別・相手別に配慮するポイントを確認
● 相互理解につなげる双方向コミュニケーション力の向上

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。

2022年01月25日
（火）
～26日
（水）
※オンライン＆会場
（東京）
2022年03月15日
（火）
～16日
（水）
※オンライン＆会場
（東京）

2021年06月03日
（木）
～04日
（金）
※オンライン
2021年09月13日
（月）
～14日
（火）
※オンライン＆会場
（東京）
2021年10月26日
（火）
～27日
（水）
※オンライン＆会場
（東京）

対

象

●わかりやすい説明の仕方を身に付けたい方

講

小田 久美子

会

員

大学卒業後、大手自動車メーカーに勤務。プロモーション、展示会
に関わる。その後、フリーのアナウンサーとしての活動や、人材教育
トレーナー・研修講師として活動（CS研修、ビジネスマナー研修、
接客マナーなど）。
現在は、グローバリンクのコンサルタントとして、研修プログラム開発から講師まで
幅広く活動している。
【専門分野】・アサーティブコミュニケーション ・プレゼンテーション
・アンガーマネジメント ・ビジネスマナー ・接客マナー ・CS顧客満足
・スピーチトレーニング ・クレーム対応 ・店舗調査 ・新入社員研修

プログラム
10:00

（昼休み12:30 ～ 13:30）

１日目：現状把握と説明の基本要素の確認、練習

時間

1. はじめに

9:30

・自己紹介（15秒スピーチ）
－記憶に残る自己紹介の共通点

2. 通じる説明、通じない説明、その差を考える
演習 ■
動画撮影
3. 現状チェック ■

11. 成果の確認

・相互にフィードバック、動画のセルフチェック
演習
■

演習
■

12. 総合演習 －双方向コミュニケーション

－具体的な目的設定
－聴き手の分析
－始まりと終わりのサンドイッチ作戦（2）：
SDS（Summary、Details、Summary）

・相手のタイプを見極める －4タイプ分類
・投げ掛ける、質問に答える
動画撮影
・最終実習（最長5分） ■

時間
10:00

員

外

9. シナリオメイク

•オープニングからクロージングまで

10. 総合演習

•上司への説明事例
•他部署や関係者への依頼事例
•部内への説明／説得事例 •顧客への提案事例

137,500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

演習
■

・振り返り、学び/気付き、Q&A

事前課題

コミュニケーション習得セミナー

17:00
※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。

講 師
福島 見容
株式会社グローバリンク
プロフェッショナル・アソシエイト
定

員

24名

プログラム

（昼休み12:00 ～ 13:00）

１日目

時間
9:30

1. オリエンテーション

•アサーティブコミュニケーションとは：特徴、活用場面
•“自己主張”のイメージ
•思い込みからの脱却

2. 自分自身の振り返り・コミュニケーションスタイル
•表現力
•自分自身の強み・弱み

3. アサーティブコミュニケーションの基本

●相手を否定せずに自分の意見を主張することによって、社内外の人々との協働や
交渉が前進する
●上手に自分の言いたいことが言えるようになり、ストレスをためない
●組織の中の多様な意見が尊重・活かされ、組織としての力が強くなる

•“自己主張”の前提条件
•アサーティブ・アグレッシブ・パッシブの違い
•アサーティブな言語・非言語

4. アサーティブ実践コミュニケーション

象

•相手のメリットにも訴えるWin-Winのアピール

●自分の意見を上手く伝えられない方、自己主張が強すぎる方
●面倒なことや大変な事を他の人に依頼するのが得意でない方
●社内外の人との協働・交渉において上手なコミュニケーションを図りたい方

事前課題

●参加証に同封された
「事前準備」
シートに記入いただきます。

17:30

参加料（税込）
会

員

外

5. 相手に話をさせ、積極的に聴く

•聴くことの大切さとその難しさ
•相手の言葉を引き出す、積極的な聴き方
•基本スキル／言葉のスキル／言葉以外のスキル
•問題解決型傾聴

6. 相手のタイプに合わせたアプローチ
7. 総合演習

114,400円／ 1名

2日間を通して学んだスキルを活かした総合演習
状況説明→準備→ロールプレイ→振り返り

137,500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. アサーティブ実践コミュニケーション（つづき）
•Noと言う
•反対意見を表明する
•相手にモノを頼む

○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

■ まとめ 1日目の振り返りとＱ＆Ａ

時間
9:30

2021年 6月 3日
（木）
～ 4日
（金）※オンライン
2021年10月19日
（火）
～20日
（水）※オンライン
2022年 1月18日
（火）
～19日
（水）※オンライン

記

•振り返り、課題設定、Q&A

1001

ねらい

上

11. まとめ

※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。

昨今、社内・社外に関わらず人を巻き込みながら仕事を進めることが増えています。
上司・部下・同僚との良好な関係を築きつつ自分の主張や意思・依頼を確実に伝え、
相手との合意形成を図っていくことが求められています。また、顧客との交渉にお
いては、自身 の 希 望や主 張を伝えながら、相 手にとってもメリットをもたらす
“Win-Win”の状況を創っていかなければなりません。
本セミナーでは、自分の言いたいことを上手に相手に伝える自己主張のコミュニ
ケーションスキル＝アサーティブコミュニケーションを習得します。

対

２日目：相手に合わせた効果的な伝え方を身に付ける
7. 相手に合わせた説得力のフレームワーク
FAB（特徴、効果、利益）
を考える

•好印象の話し方
•言葉の選び方
•ネガティブな言い方をポジティブな言い方に変える

114,400円／ 1名

3 アサーティブ

演習
～自分の会社、業務を、異なる2種類の相手に向けて～ ■

8. 言葉の選び方といいまわしの工夫

○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。

会

6. 相手に合わせて話し方を変える

•プロファイリングと照らし合わせて話の展開を考える
•Feature（事実としての特徴）、Advantage（事実がもたらす一般的な効果）、
Beneﬁt（個人にとっての利益）のFABフレームワークで目の前の相手の心に刺さる話にする

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。

13. まとめ

7. 2日目の演習の準備
17:00

17:00

17:30

■ まとめ 気づきの共有

※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
14

演習
■

・準備STEP1: 全体像を整える －具体的な目的設定
－聴き手の分析
・準備STEP2: 根拠を用意する
－相手の納得につながる根拠の用意
－相手の立場になって確認（「それは何故？」
「だから何？」）
－必要条件と必要十分条件
・準備STEP3: 流れを組立てる
－始まりと終わりのサンドイッチ作戦（3）：
PREP（Point、Reason、Example、Point）

演習
■

・内容：現状の問題点を改善、新しい提案、予算/人/
助けを得るetc.
・相手：上司、関連部署、顧客etc.

•聴き手の次のアクションをイメージしたゴール設定
•話を聞き入る
“オープニング”
と行動に結びつける
“クロージング”のポイント
•エピソードを入れる
•シンプル／スピード／セルフコンフィデントで整理する

アサーティブ・コミュニケーションの効果

演習
■

10. 説明力を磨く
（2）

演習
■

6. 聴き手（対象者）が異なる場合

8. 初日の振り返り
－相互にフィードバック

・準備STEP1： 全体像を整える －具体的な目的設定
－聴き手の分析
・準備STEP2：流れを組立てる
（起承転結神話からの卒業）
－始まりと終わりのサンドイッチ作戦（1）：
SDS（Summary、Details、Summary）

5. 成果の確認

2日目：状況別・相手別の説明 ～実践力を磨く

9. 実践

・オープニングとクロージングで聴かせる、動かす話
・相手の納得につなげる本論
・相互にフィードバック、動画のセルフチェック、
良い点、要改善点の整理

4. 説明力を磨く
（1）

5. 聴かせる工夫と相手を動かす工夫

●「わかりやすく伝えること」が苦手な方
●今以上に
「説得力」
を身につけたい方
●周囲を巻き込んだ仕事をする立場の方
●「話が長い、あいまい、一方的」
と言われてしまう方

記

１日目：論理的な話の組み立て方の基本を身に付ける
1. ゴール設定

•新聞のトピックをサマライズ
•“わかりやすい”報告・連絡・相談の仕方

象

日本能率協会法人会員

（昼休み12:00 ～ 13:00）

•目指すイメージ、強みと課題の整理

依頼 ■
提案 ■
交渉 の場面で役立ちます！
⇒■

上

24名

演習
2. 自己紹介＆他己紹介 ～わかりやすい自己紹介の共通点～ ■
3. わかりやすい話、通じない話
演習
4. 要約力トレーニング ～
「要するに何が言いたいのか」 ■

1. 論理的な話の組み立て方（わかりやすく、要約して話す力）
2. 相手の“共感”
や
“納得感”
を高める方法
3. 効果的な言葉の選び方、印象に残る話にするための工夫

2日間

●動画撮影ができるスマートフォンあるいはタブレットと、可能であれば
イヤホンも当日ご持参ください。

137,500円／１名

外

時間
10:00

本セミナーで学べること

対

員

プログラム

ビジネスでは、相手方にこちらの話を正確に理解していただき、いかに行動に移
してもらうかが大切です。相手に行動してもらうためには、話が論理的であるだけで
なく、相手の共感や納得を得たり、印象に残るような伝え方をすることなどが大切です。
本セミナーは、コンサルタントも使っている、話の組み立て方や、相手に合わせた
効果的な伝え方など、
“人を動かす”
ための効果的な技術や方法、フレームワークを
修得できるコミュニケーション力強化プログラムです。

株式会社グローバリンク プロフェッショナル・アソシエイト

事前準備

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）

時間

ねらい

○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
記

定

人を動かす伝え方セミナー

参加料（税込）

鍋島 正子

株式会社グローバリンク プロフェッショナル・アソシエイト
フリーアナウンサーとしてキャリアをスタートさせる。その後渡欧
し、旅行コーディネーター、メッセ案内通訳、フランス地中海クラブ
のPR活動を行う。帰国後は、TV制作会社、アナウンス関連会社を
経て、キャリア・カウンセラー、認定キャリア・コンサルタント、
パフォーマンス・インストラクターとして活動。
現在は、グローバリンクにおいて、ビジネスコミュニケーションや接客マナーを
中心に研修講師として活動。関西学院大学、武蔵野大学、薬学部・看護学部、
専門学校等において、キャリア開発科目などの担当講師としても活動中。
【専門分野】
・ビジネスコミュニケーション ・接客マナー ・プレゼンテーションスキル
・異文化コミュニケーション ・発音発声トレーニング など。

上

2日間

2021年07月 1日
（木）
～ 2日
（金）※オンライン
2021年11月 9日
（火）
～10日
（水）※オンライン
2022年03月 2日
（水）
～ 3日
（木）※オンライン

●
「説明」
の基本や型、言い方を習得したい方

100173

講 師
福島 見容
株式会社グローバリンク
プロフェッショナル・アソシエイト

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。

師

参加料（税込）

セミナーID

2 コンサルタント直伝！

動画撮影

～説明力向上セミナー

2日間

相手に伝わる“効果的な伝え方”講座！
！

150885

コミュニ
ケーション

コミュニ
ケーション

仕事を前に進める
「説明」
の仕方を習得する

15

