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このマニュアルはインストラクター（講師）が研修を実施する際に、手元において活用

するために作られたものです。マニュアルは基本的な研修の流れ、シートには内容の

アウトライン（概要）を記載しております。�

マニュアルやシート、ワークシートは、利用権のある方 が々、研修ニーズや状況に合わ

せて、手順や内容を加筆、修正して活用しても構いません。むしろ研修効果を挙げるた

めに内容を加筆、修正して実施する方が望ましいかもしれません。またインストラク

ターによっては、研修を展開するパターンが異なりますので、自己のパターンにあわせ

大幅に修正し、活用することも必要になると思います。

このマニュアルとシートを参考に、新しいレッスンプランを作成して、効果的な研修の

実施にお役立ください。

このマニュアルについて

マニュアル等にご不明な点、利用上で気になる点などございましたら、下記までお問

い合わせください。

お問い合わせ

マネジメントアドバイスセンター（以下当社）が販売する研修用マニュアル、ゲームマ

ニュアル等の著作権は当社が所有いたします。したがって購入者の皆さんには、利用

権の譲渡になります。研修ごとに利用料などは一切発生いたしません。

購入者は、マニュアル、シート、ワークシートを社内研修などで、自由にコピーなどして

利用できます。また活用しやすいように、編集、アレンジ、修正して使うこともできます。�

ただしマニュアル、シート、ワークシート等を第三者に譲渡、インターネット上などでの

配布、レンタル、販売および著作物の制作に使用すること、雑誌等に無断で転用する

ことは禁止させていただきます。

マニュアル、シート、ワークシートの使用上の注意点

info@m-advice.co.jp

〒160-0005東京都新宿区愛住町２２ 岡田ビル１Ｆ
tel : 03-3356-6551 fax : 03-3356-6563

株式会社マネジメントアドバイスセンター
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職場でのコミュニケーション 概要 

目的 

 コミュニケーションの重要性と基本知識を学びます。 

 コミュニケーションの技術を高める方法を習得します。 

 職場のホウレンソウの大切さを学びます。 

対象 

新入社員、営業担当者 

所要時間 

２時間 

教材 

 シート① コミュニケーションの基本要件 

 シート② コミュニケーションの技術を高める方法 

 シート③ 報告・連絡・相談の大切さ 

 ワークシート① 赤塚君の行動（事例研究） 

 インストラクター用参考資料① コミュニケーションに関する話材 

時間配分 

項目 分 

はじめに ５分 

コミュニケーションの基本要件 ４０分 

コミュニケーションの技術を高

める方法 

２５分 

報告・連絡・相談（ホウレンソ

ウ）の大切さ 

２５分 

赤塚君のケース（事例研究） ２０分 

まとめ ５分 

合計 １２０分 



研修用マニュアル

このマニュアルには基本的な研修の流れが記載されております。

研修ニーズや状況にあわせて、手順や内容を加筆、修正して活用して下さい
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研修の内容と進め方 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

はじめに 

（５分） 

 

主題の板書 

 この会合では、職場のコミュニケーションについて学ん

でいきます。 

 職場のコミュニケーションは私たちが仕事を進めていく

ために、あるいは組織活動を進めていくうえで欠かせない

テーマです。したがってコミュニケーションについては基

本から正しく理解しておかなければなりません。 

 職場の人間関係が良好で、生産性が高いかどうかは、そ

こにいる人たちのコミュニケーションの状態をみれば分

かると言われています。 

 たとえば、みんなが協力的で、職場の風通しがよく、楽

しく仕事をしているところでは、共通点としてそこにいる

人たちのコミュニケーションが良いことが挙げられます。 

 このような職場は仕事の生産性も高く、活気があります。 

 これに対し、メンバーの関係がギスギスし、生産性が上

がっていない職場は、きまってお互いのコミュニケーショ

ンが悪い状態にあります。 

 同じように仕事をしていて、なぜ、このように分かれて

くるのでしょうか。 

 それは、１人１人がコミュニケーションの大切さとコミ

ュニケーションのとり方をよく理解して仕事をしている

かどうかで分かれてしまうのです。 

 またこのような職場のコミュニケーションの良し悪し

は、私たちが職場生活を生き生きと送れるかどうかにも大

きく影響してくるのです。 

 そこで、この大事なコミュニケーションとは何かを正し

く理解すると共に、コミュニケーションを上手にとるため

の具体的方法について、この会合で学んでいきたいと思い

ます。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

コミュニケー

ションの基本

要件 

（４０分） 

シート①  私たちは日頃、「あの職場はコミュニケーションが良い」、

「あの職場はコミュニケーションが悪い」などと、よくコ

ミュニケーションという言葉を使います。 

 しかし、｢では、コミュニケーションとは何ですか？｣と、

改めて尋ねられるとこれが意外と答えにくいものです。 

 そこで、コミュニケーションとはどういうことなのかを、

まず具体的に説明しましょう。 

 コミュニケーションについて説明する前に、１つ質問が

ありますので、それを皆さんで考えてみてください。 

 質問は、「コミュニケーションとは話し合うことである」

です。この質問に対して正しいと思う人はハイ、違うと思

う人はイイエのどちらか１つ選んでください。 

（※受講生が考える時間を２分程度与える。） 

 さて、ハイ、イイエのどちらかに決まりましたか。では、

質問に対してどちらになったか伺ってみましょう。 

 まず、ハイを選んだ人（あるいはグループ）は手を挙げ

てください。次に、イイエを選んだ人（あるいはグループ）

は手を挙げてください。 

（※この課題質問は、一般的にハイ、イイエに２分される

ので、ハイ、イイエの人数（あるいはグループの数）を確

認する。） 

 ハイとする人（グループ）が ○ 人、イイエとする人（グ

ループ）が ○ 人と、分かれました。では、まずハイ と

答えた人（グループ）から先に、なぜ、ハイなのかその理

由を伺ってみましょう。 

（※人数が多い場合は、ハイを選んだ中から２～３名の代

表者を指名し、その理由を述べさせる。） 

 では、次にイイエのご意見を伺ってみましょう。 

（※同様の要領で、イイエの意見を発表させます。） 

（※ハイ同様２～３名の方を指名して理由を述べさせる。） 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 いま、ハイ、イイエの理由をそれぞれ発表していただき

ましたが、この課題質問の正解を申しあげます。正解はイ

イエです。その理由を説明する前にコミュニケーションと

は、どういう意味かを説明しましょう。 

 コミュニケーションという言葉を辞書で引いてみます

と、「情報の伝達、意思疎通」とされています。意思相通

とは心の通い合いのことをいいます。 

 しかし、コミュニケーションが成立するには、当事者同

士の間に、ある一定の要件が必要になります。 

 その要件は、たとえば、ＡからＢへ何か発信されたらそ

れに対して必ず何らかの反応がなければならないという

ことです。この反応がないと真のコミュニケーションには

なりません。 

 例をあげてみましょう、ＡさんがＢさんの名前を呼んだ

なら、それに対しＢさんが何らかの反応（返事）を示さな

ければなりません。 

 名前を呼ばれたらハイと返事をするのが一般的ですが、

ＢさんがＡさんの顔を見て、笑顔でうなずくという反応の

仕方もあります。 

 いずれにしても発信者に対して受信者が反応すること

が、コミュニケーションには必要とされます。 

 その意味で、コミュニケーションは双方向（ツー・ウエ

ー）のやり取りとりが必要とされ、一方通行（ワン・ウエ

ー）では、真のコミュニケーションが成り立っているとは

いえないのです。 

 そして、コミュニケーションの手段には、言葉による会

話だけではなく、いろいろなやり方があることを忘れては

なりません。 

 日常場面でのコミュニケーションは、言葉による会話の

やりとりが中心になりますが、手紙やファックスまたメー
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

ルのやり取りといった方法もあります。 

 また、笑顔をみせたりジェスチャーを使ったりといった

非言語のボディランゲージ（身体言語）や親しい間柄のス

キンシップというコミュニケーション手段もあります。 

 そこで、先ほどの「コミュニケーションとはお互いに話

し合うことである」という質問に対する正解が、イイエな

のは次のような理由であることがおわかりでしょう。 

 話し合いもコミュニケーションの大事な手段の１つです

が、それが全部ではないことです。必要条件ですが絶対条

件ではありません。 

 また、お互いの心の通い合いがなければ、真のコミュニ

ケーションが成立したとはいえません。単なる言葉のやり

取りではダメだというわけです。 

 なぜ、このような質問を考えてもらったのかといえば、

コミュニケーションという言葉の意味を皆さんに正しく

理解してもらいたかったからです。 

 私たちは、コミュニケーションという言葉を日頃からよ

く口にしているのですが、その意味を正しく理解している

人は意外と少ないのです。 

 新入社員が最初に行うコミュニケーションが挨拶です。 

 人から挨拶されたら、心をこめて挨拶を返しましょう。

自分の名前を呼ばれたら必ず返事をするというフィード

バックも必要です。 

 フィードバックとは、自分に働きかけてくれた人に対し

て、自分のエネルギーを使って相手に戻していくという意

味をさします。 

 コミュニケーションをよりよくしていくためには、この

フィードバックが必要なことをくれぐれも頭に入れてお

いてください。 



シート

研修で受講者に配布するシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

シート①　コミュニケーションの基本要件

シート②　コミュニケーションの技術を高める方法

シート③　報告・連絡・相談の大切さ



シート① 

 

 

コミュニケーションの基本要件 

 

 コミュニケーションは、職場の仕事を円滑に進めるうえでも人間関係を良好に保ってい

くうえでも欠かせません。コミュニケーションが悪いと仕事のミスやトラブルにつながり、

相手との関係もうまくいかなくなります。良好な職場生活を送っていくためにはこのコミ

ュニケーションについて正しく理解しておかなければなりません。 

１．コミュニケーションは、相手との「共有化」を図ることから始まります 

 コミュニケーションは「伝達、意思疎通」のことですが、これに似た言葉でインフォメ

ーションというのがあります。インフォメーションは「通知、情報」のことをいいます。

IT 時代の現代はインターネットやテレビなどの情報媒体によるインフォメーションが氾濫

していますが、これらの伝達は一方的に情報を「伝える」ことが主目的で、情報を受け取

る人との触れ合いや意思疎通といったことまで入ってきません。 

 これに対して、コミュニケーションは「人と人とが互いに分かち合う」ことが大切とさ

れており、お互いの気持ちや情報を共有し合うことを前提条件としています。コミュニケ

ーションの言葉は、ラテン語の「公的に所有される（communico）」からきており、ここか

ら「共有化」という意味が生まれたといわれています。 

２．コミュニケーションはツー・ウエー（双方向）で成立します 

コミュニケーションがお互いの気持ちや情報を共有し合うためには、どちらかの一方的

な話や伝達のワン・ウエーではなく、お互いがやり取りするツー・ウエー（双方向）で真

のコミュニケーションが成立します。例を挙げれば、ＡさんがＢさんに話しかけたところ、

Ｂさんは返事もせず何の反応も示さないのでは、二人の間のコミュニケーションは成り立

っていないわけです。 

そこでコミュニケーションには、フィードバック能力が求められます。フィードバック

能力とは、自分に対して働きかけてくれた相手に対して、自分のエネルギーを使って戻し

ていくということです。たとえば、名前を呼ばれたら必ず返事をするといったことや相手

の話しに笑顔で相槌をうつといったことです。ほんのちょっとしたことですが、職場のコ

ミュニケーションでは、極めて大事な能力です。 

３．コミュニケーションの手段はいろいろあります 

コミュニケーション（伝達、意思疎通）の手段にはさまざまあります。日常で頻度が高

いコミュニケーションの手段は、話し言葉によるやり取りですが、メールやファックスで

のやり取り、この他にも顔の表情や目、また身振り手振りといったボディランゲージ（身

体言語）による非言語コミュニケーション手段もあります。いずれの場合も、先に挙げた

双方向のやり取りが必要であり、これが欠けるとコミュニケーションの本来の意味である

情報の共有化、心の通い合いは途絶えてしまうのでくれぐれも注意しましょう。 



インストラクター用参考資料

インストラクター用の参考資料です。

研修の補足、講義の参考資料としてお役立て下さい。

①　コミュニケーションに関する話材



インストラクター用参考資料① 

 

 

参考資料① コミュニケーションに関する話材 

 

 新入社員が興味を持つコミュニケーションの話材として、次に挙げるメラビアンの法

則がありますので参考にあげておきます。 

 

コミュニケーションとメラビアンの法則 

 コミュニケーションに影響を及ぼすものとして、①言葉 ②声 ③身体言語の３つの要

素があります。話の受け手である聞き手は、話す人のこの３つから話を理解したり、話し

手の気持ちをつかんでいくと言われます。 

その影響の度合いは、話し手の身体言語（ボディランゲージ）が及ぼす影響力が最も強

く５８％、次に声（ボイス）の影響が３８％、次いで言葉による話の内容（ワード）がわ

ずかに７％だとする実験結果がでています。これはアメリカのカリフォルニア大学のアル

バート・メラビアン教授による実験結果からメラビアンの法則といわれています。 

ただ注意しなければならないのは内容よりも表情や態度が重要といっているのではあり

ません。送り手がどちらともとれるメッセージを送った場合、声の調子や態度の方を重要

視するといっているにすぎません。したがって内容を率直に伝えることが先決です。 

 身体言語も大きなコミュニケーションの働きをしていますので、先に挙げた目や表情、

身振り手振りといった動作・態度や声の出し方を工夫していくことも、コミュニケーショ

ン力を高める重要なポイントとなります。 

 

コミュニケーションに影響を及ぼす３つの要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体言語 

５８％ 

  声 

 ３８％ 

言葉 

７％ 
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