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コミュニケーションゲーム（口頭伝達） 
 
１．このゲームはどのようなゲームか 

 組織活動を円滑に進め、業績向上を図っていくためには、良好な人間関係とチームワー

クが重要であり、個人間や部門間のコミュニケーションが欠かせません。 
 コミュニケーションには通常、意思や事実や情報の伝達と心情や感情の伝達の二つの働

きがありますが、組織的に仕事を進めていく日常活動では、意思や事実や情報の正しい伝

達が特に重要になってきます。もちろん連帯感や一体感を持つためには心情や感情の伝達

も必要になってきますが、仕事を効率よく進めていくためにはまず最初に意思や事実や情

報の伝達の技術を身につけなければなりません。 
 伝達の手段としては、口頭による伝達とＥメール等を含めた文書（文章）による伝達が

ありますが、ミスコミュニケーションが起こるのは口頭伝達過程の方が極端に多いといっ

てよいでしょう。なぜなら言葉という手段を通じて、自分の意思や事実や情報を伝えよう

とするからです。言葉は単なる手段ですので、いくら上手に言葉を使っても正確に事実や

意思を伝えるのは難しいのです。 
 このゲームでは、口頭伝達過程で起こる様々なコミュニケーション上の問題を体験させ、

話し方、聞き方、伝達等のよりよいコミュニケーションの技術を学んでいただきます。 
 
２．ゲームの効果 

 このゲームを活用することにより、次の効果が期待できます。 
（１）コミュニケーションの重要性と難しさを肌で体験できます。 
（２）言葉の不完全さや口頭伝達過程で起こる言葉のゆがみや脱落等を実感として理解で

きます。 
（３）ミスコミュニケーションの起こる原因が理解できます。 
（４）相手の立場に立つことの重要性が認識できます。 
（５）わかりやすい話し方や効果的な聞き方のコツが理解できます。 
 
３．対象者と時間 

 対象者は、新入社員、中堅社員ですが、主任、班長、組長等の職場リーダーにも適用で

きます。参加者数は２０～３０名ぐらいが適切ですが、グループワークを中心に行えば３

６名ぐらいまでは１人のインストラクターで進めていくことができます。４つのパターン

のゲームがありますが、ゲームだけでは１５分～２５分、前後の講義等を入れると４０分

～５０分程度です。

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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４．机の配置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．ゲームの種類 

 コミュニケーションゲームは、４つのパターンがあり、それぞれいくつかの型紙が用意

されています。どのパターンがよいかは、時間と対象者の兼ね合いで選んで下さい。進め

方と最初の講義はすべて同じですが、最後のまとめなどはパターンによって異なってきま

す。 
（１）コミュニケーションＡゲーム（図１） 
 このゲームは一対一の場面における情報伝達のゲームです。この演習をグループごとに

行います。伝達の型紙は８種類あります。グループ別に分けたり、２回目には他の型紙を

使うというように活用して下さい。 
（２）コミュニケーションＢゲーム（図２） 
 このゲームは一対多数の場面での伝達ゲームです。このＢゲームは６種類の伝達図があ

ります。やさしいものもありますし、伝えづらいものもあります。必要に応じて選択し、

活用して下さい。 
（３）コミュニケーションＣゲーム（図３） 
 このゲームは情報を複数の人にリレー方式で伝達していくゲームで、そのプロセスで起

こる問題を体験させるものです。内容が少し異なりますが４種類の情報があります。必要

に応じて選択し、活用して下さい。 
（４）コミュニケーションＤゲーム（図４） 
 このゲームはチームの中での相互のコミュニケーション場面を想定したゲームです。演

習のための教材は２種類４パターンがあります。必要に応じて選択し、活用して下さい。 
 
      図１       図２       図３       図４ 
 
 
 

教壇 

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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６．準備する教材とその作り方 

 準備する教材は、ゲームの種類によって異なります。次の教材を事前に準備しておいて

下さい。 
（１）コミュニケーションＡゲーム（１対１）の準備事項 

 ①ゲームのための型紙（１２ページ～１６ページ） グループ数分×２ 
  ゲームの型紙は６種類あります。一回の演習で、グループ別に同じ形のものを使って

もよいですし、違ったものを使っても構いません。１グループに同じものが２組（完成

図と分解図）必要ですので、必要分作成して下さい。４グループなら２組４セットです。

形は８種類で、図柄を厚紙にコピーし、切り取って使って下さい。厚紙は多少厚めの方

がよいでしょう。 
  なお、Ｇ－１、Ｇ－２のＨ－１、Ｈ－２は型紙を２組作ってもよいし、送り手は図柄

（コピー）のみでも結構です。 

           
               
 ②ついたて（１７ページ） グループ数分×２ 
  このついたては、相手の組み立てが見えない様にするもので、１グループ２枚用意し

て下さい。立てられる程度の厚紙にコピーして作って下さい。大きさはＡ４以上のもの

がよいでしょう。 
 
 
 
 
 
 ③「コミュニケーションとは」の講義用シート（全ゲーム共通） 参加者数分 
  「コミュニケーションとは」のシートが、６９ページにありますので、これを人数分

コピーして下さい。 
 ④コミュニケーションＡゲームふり返りチェックシート  参加者数分 
  Ａゲームのふり返り用のシートが１８ページにありますので、参加者数分コピーして

下さい。 
 ⑤封筒 グループ数分 
  各グループに封筒を用意して下さい。

与 切り取り 封筒に入れる 

ついたて 

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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（２）コミュニケーションＢゲーム（１対多数）の準備事項 

 ①伝達用の図柄（２０ページ～２５ページ） グループ数分 
  伝達用の図柄が６枚ありますので、厚紙にコピーして使って下さい。厚紙の大きさは

Ａ４ぐらいでよいでしょう。１回の演習で使うのは１枚です。時間がある時は２枚使う

ことがあります。なお人物の伝達の場合は１回目が殺人犯、２回目が僧侶で両者を比較

します。やさしいものから順になっていますので必要に応じてコピーして使って下さい。 
 ②「コミュニケーションとは」の講義用シート（全ゲーム共通） 参加者数分 
  「コミュニケーションとは」のシートが、６９ページにありますので、これを人数分

コピーして下さい。 
 ③メモ用紙（２６ページ） グループ数分×２ 
  Ａ４の半分ぐらいのメモを参加者×２（または４枚）用意して下さい。これは伝達さ

れる図柄を各自が書くメモです。 
 
（３）コミュニケーションＣゲームの準備事項 

 ①リレー伝達用の図柄(２８ページ～３０ページ)Ａゲーム：１枚/Ｂゲームグループ数分 
  Ｃゲームには４種類の伝達用図柄があります。一種類は、図柄のみですが、もう一種

類は、途中で伝達者に渡す情報も記載されております。一回の演習では、同じ図柄のも

のを使いますので、グループ分コピーして用意して下さい。これも厚紙の方がよいでし

ょう。 
 ②「コミュニケーションとは」の講義用シート（各ゲーム共通） 参加者数分 
  「コミュニケーションとは」のシートが６９ページにありますので、参加者数分コピ

ーして下さい。 
 ③メモ用紙（３１ページ） グループ数分 
  伝達された図柄を描くために使います。グループ分用意して下さい。 
 ④正解図（３２ページ～３５ページ） １枚 
  正解図をそれぞれ１枚づつ用意して下さい（Ａ４）。 
 ⑤マジックペン グループ数分 
  赤と青のマジックペンをグループ分用意して下さい。 
 
（４）コミュニケーションＤゲーム（相互討議）の準備事項 

 ①各自が持つ情報カード（３７ページ）グループ数数分 
  グループメンバーとリーダーの相互の話し合いにより、課題を達成していくゲームで

す。図柄（情報１）と情報（２）を厚紙にコピーしてグループ分用意して下さい。（グル

ープで４枚） 
 ②リーダー用メモ（３８ページ） グループ数分 
  リーダーが記入する９マスのメモです。メモを２、３枚程度用意して下さい。 

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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 ③「コミュニケーションとは」の講義用シート（各ゲーム共通） 参加者数分 
  「コミュニケーションとは」のシートが６９ページにありますので、参加者分コピー

して下さい。 
 ④コミュニケーションＤゲーム指示書（３９ページ） グループ数分 
  指示書がありますのでグループ分コピーして下さい。 
 ⑤コミュニケーションＤゲームふり返りチェックシート（４０ページ） 参加者数分 
  ふり返りのチェックシートがありますので参加者分コピーして下さい。 
 ⑥正解図 グループ数分 
  正解図が４１ページにありますのでグループ分コピーして下さい。 
 ⑤封筒 グループ数分 
  各グループに封筒を用意して下さい。 
 
（５）講師用参考資料 

 講師用の参考資料として「効果的な話し方と聞き方」のシートが７１ページにあります

ので必要に応じて活用して下さい

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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コミュニケーションＡゲーム（型紙） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（A） （B） 

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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コミュニケーションＡゲーム（型紙） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（G-1）送り手（伝達する人）の図柄 （G-2）受け手（伝達される人）の持つカード 

・Ｇ－２と同じ図柄（カード）を切り取り、上手に組み

立てて伝達させるか 
 
・上記の図をコピーしたものを伝達に使う。 

・図柄を切り取る（カード化する）。 

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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（２） 
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（４） 
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コミュニケーションＣゲーム（リレー伝達ゲーム） Ｂ－１の図柄 

 

 

第１走者 指示事項 

あなたは９つのマスに書かれた図柄を見せられます。それを正確

に次の人に伝達して下さい。 
（ツーウェイコミュニケーションで） 
第２走者 指示事項 

９つのマスに図柄の入っているものが伝達されます。その中に小

さな△があります。その△の色は赤です。それも伝えて下さい。 
（ツーウェイコミュニケーションで） 
第３走者 指示事項 

９つのマスに図柄が入っているものが伝達されます。その図柄を

正確に次の人に伝えて下さい。 
第４走者 指示事項 

９つのマスに図柄が入っているものが伝達されます。その図柄の

中に大きな○がありますが、その色は青色です。それも次の人に

伝えて下さい。 
第５走者（最終） 指示事項 

９つのマスに図柄が入っているものが伝達されます。それを聞き

終わったら９つのマスのメモを書いてインストラクターに提出し

て下さい。 

 

このファイルはサンプルです。 
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コミュニケーションゲームの概要 

 

 
 
 
 
 

タイトル コミュニケーションゲーム 

目的 

１．コミュニケーションの重要性と難しさを肌で体験する。 

２．言葉の不完全さや口頭伝達過程で起こる言葉のゆがみや脱落等を実感

として理解する。 

３．ミスコミュニケーションの起こる原因を理解する。 

４．相手の立場に立つことの重要性を認識する。 

対象 新入社員、中堅社員、主任、職場リーダー 

所要時間 ４０分～５０分（ゲームのみ１５～２５分） 

ゲームの種類 

①コミュニケーションＡゲーム（１対１） ４０分  

②コミュニケーションＢゲーム（１対複数） ５０分 

③コミュニケーションＣゲーム（リレー） ４５～５０分 

④コミュニケーションＤゲーム（グループ） ５０分 

シート シート① コミュニケーションとは 

ゲーム用教材 

 ①型紙：情報（各ゲームにより異なる） 

 ②指示書（Ｄゲームで必要） 

 ③ふり返りシート（各ゲームにより異なる） 

 ④メモ（Ｂ．Ｃゲームで必要） 

 ⑤ついたて（Ａゲームのみ必要） 

 ⑥マジックペン 

 ⑦部品入れの封筒 

参考資料 効果的な話し方と聴き方 

パワーポイント  

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。

http://m-advice.jp/?pid=11881417


 

43 
 

コミュニケーションＡゲームの内容と進め方 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

はじめに 

（５分） 

 

主題の板

書 

 これからコミュニケーションゲームを実施します。 

 コミュニケーションの技術は組織に働く人にとって欠か

せない必須要件です。 

 このゲームではコミュニケーション場面で起きる様々な

問題を体験し、日常活動におけるコミュニケーションの

重要性を認識すると共に技術を強化していただきます。 

 具体的には 

（１）言葉の不完全さや口頭伝達過程での言葉のゆがみ

や脱落等起こることを実感として体験します。 

（２）ミスコミュニケーションの起こる原因を明確にし

ます。 

（３）話し方や聞き方等の効果的なコミュニケーション

の技術を習得します。 

などを目的に実施します。 

 このゲームは体験学習ですので、体験を通じてコミュニ

ケーションの重要性や難しさを肌で感じとって下さい。 

 また日常のコミュニケーション場面にあてはめながら演

習を行って下さい。 

コミュニケーシ

ョンとは 

（１０分） 

シート①

配布 

 ゲームに入る前に「コミュニケーションとは何か」を簡

単に説明しておきましょう。 

 組織活動を円滑に進めていくためには上下、横のコミュ

ニケーションは欠かせません。 

 ところが仕事上のトラブルは、ミスコミュニケーション

から起こっていることが多いのです。 

 コミュニケーションはそれ自体独立したものではなく、

情報を伝えたり、同意を得たり、目標をはっきりさせる

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

など、あらゆる場面のツール（手段）として必要になっ

てきます。 

 正しいコミュニケーションを行うためには組織にいる

人々はすべてこの能力と技術を身につけていかなければ

なりません。 

 ではコミュニケーションとはなんでしょうか。 

 一般的には「意思の疎通」や「情報の伝達」のことをい

っていますが、厳密にいえば「人間関係を促進すること

を目的に意思や態度を共有化することを期待して受け手

と送り手がお互いに伝達あるいは交換し合う過程」とな

ります。 

 では何を伝達し交換し合うのでしょうか。それは次の３

つです。 

 その１つは事実や情報の伝達で、２つ目は意思の伝達で

あり、最後が感情や態度の伝達です。 

 手段としては口頭伝達とＥメールを含めた文書伝達の２

つがあります。 

 ミスコミュニケーションなどの問題が起こるのは口頭伝

達によるコミュニケーション場面です。 

 なぜなら言葉という手段を用いて事実や情報や意思を伝

えなければならないからです。 

 また言葉は、感情や態度も伝える手段でもありますし、

使い方によっては逆に捉えてしまうこともありますので

大変難しいのです。 

 言葉はあくまでも伝える手段ですので、いくら上手に使

ったとしても限界があるのです。 

 例えば、情報や意思の伝達においては伝えるプロセスで

内容を脱落させたり、ゆがんで伝えたり、誇張して伝え

たり、推測で伝えたりするため、事実が正確に伝わって

このファイルはサンプルです。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

いきません。 

 文章による伝達でも問題が起こりますが、このゲームで

はこういった口頭伝達過程で起こる様々な問題を体験を

通じて解明し、言葉の使い方の技術を習得するとともに、

よりよいコミュニケーションのあり方を探っていきたい

と思います。 

コミュニケー

ションＡゲー

ムの進め方 

（１５分） 

 

 

 

 

 

 

 

１対１の伝

達する型

紙を用意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 では早速、ゲームに入りましょう。 

 コミュニケーションの場面は状況により異なりますが、

通常は１対１、１対多数、何人かに伝達するリレー伝達、

何人かのグループで話し合う場面に分けられます。 

 

 

 

 

 それぞれの場面に応じたゲームがありますが、ここでは

１対１の場面で起きる様々なコミュニケーション上の問

題を体験しましょう。 

 １対１のゲームをＡゲームと呼びます。 

 このコミュニケーションＡゲームはグループ間の競争で

す。メンバーの中の２人が実演者になり、指定されたこ

とをできるだけ早く正確に送り手が受け手に言葉で伝

え、完成物を作成して下さい。 

 まずグループ内で受け手と送り手の２人の実演者を選ん

で下さい。 

 他の人は観察者になります。立って２人の伝達のプロセ

スを観察するのがよいでしょう。 

 観察者は伝達のプロセスでどのようなことが起こるか周

りで観察して下さい。 

 Ａ     Ｂ      Ｃ       Ｄ 
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シート① 

 
 

コミュニケーションとは 

 
 組織メンバーが組織的に活動していくためには、上司や他部門の人に働きかけて仕事を

進めていかなければなりません。またチームで仕事をする時などは連携や連帯感が必要で

す。そのためのツールがコミュニケーションです。コミュニケーションは目標達成を効果

的に行うための手段であると同時に、組織活動を円滑に進めていくための手段でもあるの

です。 
 コミュニケーションはそれ自体独立したものではなく、情報を伝えたり、同意を得たり、

目標をはっきりとさせるなどの仕事上でのすべての行為に結びついた重要な手段と考えな

ければなりません。コミュニケーション能力は組織で働く人にとっての必須の条件になる

でしょう。 
 
１．コミュニケーションとは 

 一般に意思疎通や情報の伝達と訳されますが、厳密には「人間関係を促進することを目

的に意思や態度を共有化することを期待して、受け手と送り手がお互いに伝達あるいは交

換する過程」をさします。 
 
２．コミュニケーションの３つの働き 

 コミュニケーションには３つの働きがあります。 
（１）事実や情報の相互交換（聞き取りと伝達） 

… 正確なコミュニケーション 
（２）意思の伝達 … 説得力あるコミュニケーション 
（３）相互理解  … 共感を呼ぶコミュニケーション 
 
３．コミュニケーションの障害 

コミュニケーションの場面で起こる障害には次のようなものがあります。 

（１）コミュニケーションは、事実だけを伝えるものではない。 
（２）言葉という手段には限界がある。 
  ①言葉は物をあらわすものではない。 
  ②言葉はそれをあらわすすべてを言いつくせるものではない。 
（３）受け手は自分の置かれた状況や経験に照らしてコミュニケーションの内容を受け取

ろうとする。 
（４）受け手は自分が考えたり期待していることをコミュニケーションの内容に付け加え

て受け取ろうとする。 

口頭伝達と文書による伝達

（Ｅメールを含む） 
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