
2021年協働推進セミナー（2021年11月4日木曜日）
14:00～17:00（質問16:45～）

埼玉県和光市

『伝える』ために、知るべきこと・整えること ①
～コミュニケーションを充実されるために何をするべきか～

帝京大学共通教育センター特任准教授

学び舎「森ゼミ」代表

森吉弘

第2回は、11月25日（木）14:00～17:00



自分の話が伝わらない。

職場でコミュニケーションが活発に行われない。

チームがひとつになれない、まとまらない。 なぜ？

話し方といったスキルの問題なのだろうか。

いや、聞き方の問題なのだろうか。

今回の講座では、コミュニケーションの本質を理解し、

自身のレベルを実感し、できる（できそうな）手法を身につけていただきます。

講師の森は言います。

「言葉や表情を作るまでの作業が大事」だと。

どんな作業をするのか、講義と実践を交えて伝えます。



◆帝京大学 共通教育センター特任准教授。慶応義塾大学経済学部卒。元ＮＨＫアナ
ウンサー。総務省の地域力創造アドバイザー、地域活性化センターのシニアフェロー
としても全国各地を回る。また、アジア10か国のトップ大学で講義、近年は企業研修
にも力を注ぐ（オラクル、セイコーエプソン、専門商社など）

◆大学在学中の1992年に『森ゼミ』を立ち上げ、29年目に突入。約880人の森ゼミ
卒業生が国内外で活躍している。東京大学や京都大学など旧七帝大での講義を5年間
続け、現在、国内12の大学で「生きる力の強い学生」や「グローバル人材」の育成に
取り組む。学生と社会人を対象に海外研修（ベトナム、インド、中国）をテーマごと
に行う。「就活の神様」として『マツコの知らない世界』などに出演

◆家族を2015年にベトナムのハノイへ移住させ、月２回、日本とハノイを往復。日
本企業に勤めるベトナム人の研修や就活支援講座などの人材教育を軸に活動を展開、
中国で、キャリアアップのための教科書が年内に出版される

◆日中国交正常化45周年事業として、在中国日本大使館で『日本語を武器に世界で活
躍するために』を講演。昨年9月には、青島総領事館でも実施。NPO日中協力機構の
理事も務める。講演した大学は10以上、11年間中国での活動を続ける

森 吉弘 (もり よしひろ)講師
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三日坊主について、
あなたはどう思いますか？
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和光市を紹介してください。

1分です。

・ターゲットは、

潜在的な観光客（日本人）

・シーンは、観光キャンペーンでのプレゼン

（有楽町）

相手の立場に立つことが大事



コミュニケーションの定義

分け合い（分かち合い）、理解し合うこと。

①分け合いで、つながる。

言葉をやりとりして、または身振り手振りをまじえて、情報・考え・思いを

分け合う行為。

②理解し合う。

人と人とがおたがいに相手の考え・気持ち・立場などを知り、

理解し合うという分け合いの行為。

果たして、「分け合い（聞くと話すのバランス）がうまくいっているかどうか」
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言葉（メッセージ）世に出すまでの ７つのステップ

対象 知覚

思考 意味 言葉 表現 演出

選択
1 判断基準（価値観が左右）
2 意識のありよう
3 脳の特性（人間の限界）

バイアス

インプットが9割、アウトプットが1割
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分け合いの道具は、言葉だけじゃない。
言葉以外（準言語・非言語）の道具も、改めて理解しよう。

①【非言語の理解】「おはよう」も伝わり方が変わる。

②【アイコンタクトの重要性】白目と黒目の効果を理解する。
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適切に反応する。



会話をつくる道具（手段）

①言語

・通常の会話では、6要素以上の文を使っている。

「昨日リハビリをしなかったから、今日はリハビリに行って、がんばりましょう」（7要素）

➡高齢になると、記憶のワーキングメモリーが低下するため、

「昨日しなかったって、何を？」とか、「頑張るって、何を？」と質問が出てくることも。

（記憶の初頭効果と親近性効果。最初と最後が記憶に残りやすい）

②言語のメッセージをサポート（装飾する）＝準言語

・滑舌のよさ、声の大きさや高さ、抑揚やイントネーション、話すスピードなど。

③言語を用いない＝非言語

・目に見える手がかりになるモノ＝ジェスチャー、うなずき、アイコンタクト、表情、

ボディタッチ
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自分が使う言葉の範囲をこえては思考できない。

ダブル・リミテッド

子どもの頃に複数の言語を使う環境で育ち、母語の習得が十分でない場合に、

深い思考ができなくなってしまう問題。

ex.日本で生まれ育った両親をもち、8歳の時に親の仕事の都合でアメリカへ。

現地で高校生に。家では日本語、外では英語を話す。

→母語の習得が十分でないと、もう一方の言語の力も育ちにくく、

日常的なことはわかっても、ものごとを深く考え抜いたり、抽象的で難解な問題を

思考したりできなくなる場合がある。

思考が言語に支えられていることを示している。

人間は、言葉を通してものごとを考える。

だから、自分が使う言葉の範囲をこえては思考はできない。
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言葉の「コンフォート・ゾーン」から抜け出す。
＊「コンフォート・ゾーン」（心理学用語）自分にとって快適で慣れた環境。
ストレスがなくて楽。でも成長しない。

「ストレッチ・ゾーン」へ。

人が成長するためには、少しだけ背伸びが必要。

自分を拡張させる経験を繰り返して、少しずつ成長していく。

・使い慣れた言いかたで満足していると、伝える力は伸びない。

かつ、言葉の奥にある感情や思考にも気づけない。

言葉と四つに組んで格闘するうち、しっくりとしなかったものが思いがけず

腑に落ちたり、もっとふさわしい言いかたを見つけたりできる。

その瞬間から、言葉がいきいきと動き出し、あなたの一部になる。
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集団でコミュニケーションを図る意義
メンバーと交流することを通して、個人間では得られない効果をもたらして
くれることもある。声がけ（コミュニケーションを図る）の大切さ。
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コミュニケーション過程の構成要素 バーロのSMCRモデル
（絶えず変化しているコミュニケーション過程）

送り手（source）
メッセージ（message）
チャンネル（channel） ＊チャンネルとは伝達回路のこと。

受けて（receiver）
の要素から成る。



▶ 伝える力は、

どうしたら高めることができますか。

▶ コミュニケーション力とは何ですか。
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自分らしさが出るプレゼンが面白い！

みんなと同じ話をするのではなく、

自分だけができる面白い話をする（オリジナル）。

うまいか・へたかといったスキルは特段重要ではない。

結局、自分の中身で勝負するしかない。

自分らしい面白さをどう出すのか、

自分自身と向き合う。
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自分の「メンタルモデル」を可視化
＊「メンタルモデル」---推論のはしごを通して形成されたモノの見方。

（マサチューセッツ工科大学 上級講師が提唱する組織論「学習する組織」）

推論のはしご

・認知のメカニズム（アメリカ、教育学者クリス・アージリス）

・認知（知覚と判断）には、以下の法則がある。

「過去の経験により形成された『モノの見方』を通して行われる」
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推論のはしご The Ladder of Inference

Action 確信をもって行動する

Beliefs 周囲の世界に関する情報をもつ（結論を裏付ける情報をもつ）

Conclusion 一定の結論を出す

Assumptions 自分がつけた意味に基づいて推論する

Interpreted Reality 個人的にもつ（自分がもつ文化などから）意味を付け加える

Selected Reality 見ているもののなかからある特定の事実を選ぶ

Reality 見ている事実や、自分が行ったこと（経験）
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メタ認知力を高めて自分を知る

意見＝意味づけ（事実や事象をどう捉えるか）は、

価値観、感情、経験（見たもの・したこと）から生まれる。

あるひとつの事実を見たり、経験したりすると、

そこに、価値観に根差した感情が生まれ、事実や事象を意味づける（意見する）

どんな意見をもったのか（どんな意味づけをおこなったのか）。

⇒どんな経験をしたのか。

⇒どんな感情が湧いたのか。＊感情は大きくは、否定的と肯定的の2種類

⇒その感情は、どんな価値観に根差しているのか。
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▶自分の面白さ（特徴）は何かを考える

（自省＝リフレクション）

▶何が面白いかを考える

（世の中を観察・洞察する力）
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なんか、平凡。

社会もそれほど知らない。

あきらめる、、、。



プレゼン講座なのに、、、

話す＝聞く・見る

（＜）



ビジネスチャンスか。



『ほほえみの園』（山田一久理事長）にて、感動。
「私は何に感動したでしょうか」



大切だね。

「見ること」と「聞くこと」
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①人は見たいモノだけを見ている。



聴く

１、耳はもちろん、目と頭、心でも人は聴いている

２、音は知覚されることによって音となる。誰も聞かなければ、音はない

（『プロフェッショナルの条件』P・F・ドラッカー）

３、現存する最古の修辞詩、プラトンの『バイドン』によれば、

ソクラテスは「大工と話すときは、大工の言葉を使わなければ

ならない」と説いた



意識の持ち方で見えるものが変わってくる

ある研究で、

被験者たち（幸運だと思う人・不運だと思う人）

に新聞を通読し、掲載されている写真の数を

数えるように指示した。



自分は不運だと思っていた人たちは、答えを出すのに

平均2分かかったが、幸運だと思っていた人たちは

ほんの数秒で答えを出した。

なぜなら、その新聞の2ページ目に大きな文字で

「この新聞には43枚の写真が掲載されている」と

書かれていたからだ。

さらに博士は新聞の中ほどに「実験者に『これを見た』といえば、

250ドルあたる」という別のメッセージを書いておいた。

やはり、自分は幸運だと思っていた人たちはチャンスをつかんだ。



意識の持ち方で見えるものが変わってくる

幸運か不幸かは、

いいことが、自分の身に起こることを

予想しているかどうかという問題にすぎない。

ネガティブなモノの見方をしているかぎり、

脳はチャンスに気づかないのだ。

よい結果を予想するなら、脳はそれにいち早く

気づくことができるのだ。



意識の持ち方で見えるものが変わってくる

「運というものに科学的な根拠はない。

唯一の違いは、自分は幸運だと思うか不運だと

思うかである。言い換えれば、いいことが起こると

予想するか、悪いことが起こると予想するかである」

リチャード・ワイズマン博士

（『運』について研究、イギリス、心理学者）



松下幸之助さん語録

貧乏だったから、一生懸命に働けた。

体が弱かったから、人に頼れた。

学歴がないから、人の話をよく聞けた。



見えているか、聞こえているか。
幅（関心・興味）を広げる（深める）ことの必要性

事象の見え方や捉え方は、人それぞれ違う。

癖がある。

基本的には、人は見たいものしか見えていない。

聞きたいことしか聞いていない。解釈も自分がしたように。

無意識のうちに情報を選り分けている。

その自覚を持ち（癖を知り）、事象と対面する必要がある。



人は情報に目移りしている➡インテリジェンスが大切

１、2020年には、飛び交う情報の量が44ゼタバイト（IT専門

会社IDC調べ） ＊ゼタバイト（ZB)は10の21乗

・2010年は0.988ZB、2011年は1.8ZB

２、現代人の集中力は、約8秒間（2013年は約12秒間）

＊2015年マイクロソフト社

必要な情報を獲る工夫が必要



「ノンバーバル・コミュニケーション」（non-verbal communication）とは、言葉
によらない、非言語コミュニケーションのこと。

会話や文字など言語を介した通常のコミュニケーションの手法をバーバル・コミュ
ニケーションと呼ぶのに対して、ジェスチャーや態度、表情など言語以外の要素に
よるメッセージのやり取りを「ノンバーバル・コミュニケーション」と呼ぶ。

・「目は口ほどにものをいう」「顔に書いてある」

・お互いの五感に訴えるあらゆる要素が含まれます。

ノンバーバル・コミュニケーションの重要性を語るとき、よく挙げられるのがアメ
リカの心理学者、アルバート・メラビアンが1971年に提唱した「メラビアンの法
則」。メラビアン博士は、話し手が感情や態度と矛盾するメッセージを発した時、
話し手の振舞いが聞き手の受け止め方にどのように影響を及ぼすかを実験で測定し
た。その結果は次の通りで、話し手の印象は言語情報以外のノンバーバルな要素で
9割がた決まってしまうことが分かった。

●視覚情報（しぐさ、表情、視線、容姿、身だしなみなど） ･･･55％
●聴覚情報（声の高低や大小、話の速さやテンポなど） ･･･38％
●言語情報（話す言葉そのものの意味や内容） ･･･ 7％

バードウィステル（Birdwhistell.R.L.）は、二者間の対話では、
ことばによって伝えられるメッセージは全体の35％にすぎず、
残りの65％は、話しぶり、動作、ジェスチャー、相手との間の取り方などことば以外の
手段によって伝えられるとした。



ノンバーバルコミュニケーションは
「声」「表情」「動作」に大きく分けられる

１、声…時には、言葉以上に相手に与える印象を左右する

・声の大きさやトーンなどで、人は無意識に細かい変化を感じ、その変化から

相手の気分や感情を読み取る。声のトーンが低い・高いときは？

２、話すスピードや間なども自分の状況や感情を伝える

・会話を進めるときには、相手の話すスピードに合わせながら（ミラーリング）

＊ミラーリング…人は自分と似た人に無意識に好感をもつ

適切な間を意識する。

３、表情は、最も多くの情報を発信するとも言われている

・表情からは、年齢、感情、意図などの心理状態まで多くの情報を発信している。

・顔には20種類以上の表情筋があり、意図的にそれらを動かして作られる表情は

60種類以上あるとも言われている。

４、特に重要なのは、「目」によるコミュニケーション

・目は多くの情報を相手に伝えることができる。

・アイ・アクセシング・キュー「視線解析」（実践心理学）パターン化されているとも。

５、状況にふさわしい「動作」と、場にふさわしい「姿勢」



ただ、判断や意思決定を邪魔するものがある。
それが、認知バイアス（偏り・歪み）というもの。

人は、無意識のうちに、自身が優先すべき情報を、認知のフィルターで取捨選択
している。

➡

意思決定の前段階である「情報収集の認知バイアスを理解すること」は、

極めて重要である。

我々は、チームの状況、ライバルの動向、後輩のパフォーマンスなど、様々な周
辺環境を常に「評価」している。

また、一人ひとりが様々な認知バイアスを持っている。経営学で重視されている
バイアスなかで、次の３つを紹介したい。
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１、ハロー効果

ある人がスポーツができたり、高学歴だったりすると、

「その人全体」への印象は高まりやすい。たとえば、

「英語が上手に話せる人とは、他分野でも何かできそう」とか、

「スポーツに秀でている人は、人格面も優れているに違いない」とか。

ハロー（hallo）とは、「後光が差す」の後光のこと。

その人物や製品、サービスのある顕著な特徴だけに注目して印象を持ってしまい、

様々な特徴や機能についてなど、詳細な分析に基づいた判断をしないこと。

Q、「自身は心当たりはありますか？」
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２、対応バイアス

対応バイアスは、『根本的な帰属の誤り』という名でも知られる。

『根本的な帰属の誤り』とは、「他者が何かトラブルに巻き込まれたとき、その

本当の理由は、周辺の環境にあるにもかかわらず、理由を当事者（他者）の人柄

や資質などを原因としてしまうバイアスのこと」

現場で起きた問題を何かと「担当者の責任論」にしたがる傾向がある。

実際の現場の事故というのは、実はその６～７割は担当者の資質ではなく、

周囲の環境要因で引き起こされるとのこと（エール大学チャールズ・ペロー）。

しかし調査をしてみると、事故の６～８割のケースでは、評価者は事故の責任を

担当者の資質に求めてしまう（「責任論のバイアス」は気をつけるべき）。
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３、代表性バイアス

自分のなかで代表的だと思っているケースに引きずられて、偏った、正しくない
判断をしてしまう現象。たった一度のケース（事例や思ったこと）が代表的なイ
メージとなる。

（脳は、身の周りで起こっていることをすべて記憶すると莫大な負担がかかる。 よって、
必要そうな記憶を優先して残し、そうでないものを忘れようとする働きがある）

たとえば、

▶一度「成長株」と分類した株に投資をした後、新たな情報が加わり、一般的に
は成長株と判断されない状態になっても、成長株との分類を継続してしまうよう
なケース。

▶「２対０は最も危険なリードです」とサッカー解説者。冷静に考えると、１対
０のほうが危険。覆された試合が代表例として記憶に残っている。

Q、「代表性バイアスがかかっている事例はありますか？」
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人間なら誰でも持ってしまう「思考の偏り＝認知バイアス」

１、確証バイアス 固定概念を持ち、色眼鏡で人を観てしまう。雨男、雨女

２、初頭効果 直感や面接の始めで判断してしまう

３、ハロー効果 良いところや悪いところに過剰に重点を置いてしまう

さわやかなイケメンは、性格もさわやかに思えてしまう。

美しい女性が窃盗 ハロー効果 「何か事情があったのだろう」→罪は軽く

詐欺 逆ハロー効果「外見を武器にして人を騙すなんて」→罪は重くなった

４、類似性効果 自分に似た人を好む傾向がある

５、アンカリング効果 直前に見た候補者に引きずられて相対的にランク付けしてしまう

６、行為者・観察者バイアス 問題の原因を本人の性格・能力に帰属させてしまう

７、バンドワゴン効果 みんなが良しとしている人は、あまり深く考えず良いと思ってしまう

８、信念バイアス 結果がよくなければ、過程も否定される

「負けたのは日ごろ練習不足だからだ」

９、可用性ヒューリスティック 意志決定を怠ける傾向。直近の情報が回答を左右する

・最近Aさんが遅刻しましたが、A部署をどう思いますか？

・最近Aさんが顧客から表彰されましたが、A部署をどう思いますか？



『人間は考える葦である』

17 世紀にフランスで活躍したブレーズ・パスカル(1623 年∼1662 年)という科学者・哲学者
を皆さんは聞いたことがあると思います。その功績の中でも有名なものは、円錐曲線に関す
る「パスカルの定理」や「パスカルの三角形」といった数学における数々の発見があります。
また、気圧の単位「パスカル ㎩」も圧力に関する「パスカルの原理」を発見した彼の名前が
採用されたものです。その他、哲学、思想、神学など才能は多岐に及びました。

パスカルの随想録「パンセ」（思想という意味）の中に、「人間はひとくきの葦にすぎない。
自然の中で最も弱いものである。だが、それは考える葦である。」という一節がありま す。こ
の一節は、『人間は考える葦である』という有名な言葉として後世に残されています。 「葦
（アシ）」はヨシとも呼ばれ、水辺に群生する、ススキに似た穂をつける多年草で、弱々しいも
のを代表しています。この言葉の意味は、人間というのは弱い面もたくさん持っているが、
「考える」という働きがあるから偉大であるということです。

引用：大阪学芸中等教育学校 校長室だより第4号 2016年9月8日
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内容を左右する「モノの見方」と「考え方」

１、頭の中の認識レベルで、世界が大きく変わる

・山を見て、何を想う。

２、「嫌いにならない思考」を身につける

・相手の視点で考えてみる、背景を考えてみる、なぜ正反対なのか考えてみる

➡「理解できないから嫌だ」という発想が変わる

３、「不満を多く感じる人」は、新しいアイデアを生み出せる人？裏をかく、リスクをおかす

・愚痴で終わる人（否定的な評価）と、改善のための行動をする人（肯定的な評価）

４、「常識」と思わない、かつ、その言葉を使わないようにする。空気を読まない

・常識は所詮、限られた時間と場所に限定されたものである （1+1=2？手紙）

５、「正しい/間違い」と判断しない。正解を求めない。動的な思考（新しい変化に対応）

・一定の集団だけで成り立っているもの、すべてがグレーで前提条件次第

参考：『考える練習帳』細谷功著、ダイヤモンド社2017年

真の知性とは、知識ではなく想像力だ。
（アインシュタイン）



和光市を紹介してください。

1分です。

・ターゲットは、

潜在的な観光客（日本人、家族）

・シーンは、観光キャンペーンでのプレゼン

（有楽町）

相手の立場に立つことが大事

宿題



2021年協働推進セミナー（2021年11月25日木曜日）
14:00～17:00（質問16:45～）

埼玉県和光市

『伝える』ために、知るべきこと・整えること ②
～コミュニケーションを充実されるために何をするべきか～

帝京大学共通教育センター特任准教授

学び舎「森ゼミ」代表

森吉弘



心得やスキルを学ぶ前の必須作業

１、どうなりたいのですか

２、今はどのレベルにありますか

３、そのためには、

何をしたらいいと考えますか

1～３を、書いてください。



心得やスキルを学ぶ前の必須作業

目標－現在地＝改善点

つまり、

「なりたい自分」から「現状」を引くと、

改善点が見つかる。



和光市を紹介してください。

1分です。

・ターゲットは、

潜在的な観光客（日本人）

・シーンは、観光キャンペーンでのプレゼン

（有楽町）

相手の立場に立つことが大事



心得やスキルを学ぶ前の必須作業

現在地（現状）を把握することが、まずは必要不可欠

１、声
２、表情
３、ジェスチャー（非言語表現）
４、言葉
５、話の流れ



ジェスチャーの種類

１、数

２、形 丸い、四角、三角

３、位置・動き 高い、遠い、近い、すぐそこ

４、程度 大きい、薄い、厚い

５、協調 しっかり、必ず



言葉の種類

１、左脳用語（情報）と右脳用語
（知覚）

２、間投詞

３、口癖 意味もなくよく使って

しまう言葉



話の流れ

１、前置きが長い

２、結論を言わない

３、結論が先

４、起承転結

５、PREP法

Point、Reason、Example、Point

結論、理由、具体例、結論（まとめ）

６、STAR法

Situation、Task、Action、Result

状況、仕事、行動、結果（まとめ）



まとめ

先程と同じように、

和光市を紹介してください。

聴講いただき、

ありがとうございました。


