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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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積極的傾聴 概要 

目的 
 コミュニケーションの技術である積極的傾聴（法）の基本的考え方を理解する。 

 実践演習（ロールプレイング）を通じて、傾聴のスキル（技術）、態度を身につける。 

対象 

管理者、監督者 

所要時間 

２時間３０分 

教材 
 シート① 積極的傾聴とは 
 シート② 積極的傾聴（法）の効果と実践 
 ワークシート① 傾聴に関する理解促進討議のための設問（２０問） 
 ワークシート② 積極的傾聴ロールプレイング演習 
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時間配分 
 

項目 分 

はじめに ５分 
積極的傾聴とは １５分 
積極的傾聴（法）の効果実践 １５分 
「傾聴」に関する理解促進討議法 
  ・理解促進討議法の進め方 
  ・個人解答 
  ・グループ討議 
  ・正解の提示とチーム効率の分析 
   （休憩） 

６０分 
（５分） 
（１０分） 
（３０分） 
（１５分） 
（５分） 

傾聴ロールプレイング演習 
  ・ロールプレイングの進め方 
  ・準備 
  ・演習（２回） 
   （傾聴１０分 感想５分×２回） 
  ・コメント 

５０分 
（１０分） 
（５分） 
（３０分） 
 

（５分） 
合計 １５０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） 

  職場内でのコミュニケーションは組織活動を推進していく

ために大変重要である。 

 また良好な人間関係を築きあげていくために、効果的に相手

を動かしていくにも欠かせない。 

 このように職場内でのコミュニケーションは欠かせないが、

皆さん方が一番悩んでいることもコミュニケーションの問

題であろう。 

 コミュニケーションの基本的なルールは話し、聞くというこ

とであるが、相手と良好は関係を作りあげ、効果的に動かす

ためには「説得」と「傾聴」の技術が必要になる。 

 聞くといっても、ただ聞くだけの「聞き方」と真剣になって

相手の気持に耳を傾ける「聴き方」とは異なる。 

 組織活動の中では説得も重要だが「聴き方」の方も重要にな

る。 

 この会合ではこの聴き方の技術である積極的傾聴について

学んでいく。 

積極的傾聴と

は 

（１５分） 

シート①  まず積極的傾聴（法）とは何かについて説明しよう（シート

①を参照）。 

 積極的傾聴（法）は非指示的カウンセリングのカール・ロジ

ャースが提唱した「聴き方」の基本的考え方をいう。 

 前にも述べたように相手との良好な関係をつくるためにも

相手を効果的に動かしていくためにもこの「傾聴」は欠かせ

ない。 

 傾聴を定義しておこう。 

   傾聴とは「責任を持って相手の話を聞くこと」で相手の考え



4 

項目・時間 ツール 内容と進め方 

や気持と相手の立場に立って理解することをいう。 

 傾聴することによって、共感が生まれる。気持の触れ合いが

できるといってよいであろう。 

 つまり傾聴によって「相手の見るように見え、相手の感じる

ように感じられたとき」に共感が生まれる。 

 これは同情とは異なる。同情は相手に感じることであるが、

共感は相手と共に感じることである。 

 傾聴法と言ったが技法ではない。相手に対する基本的態度と

考えてほしい。 

積極的傾聴

（法）の効果

実践 

（１５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本要件） 

シート②  では相手の話を傾聴することによりどのような効果が生ま

れるであろうか。 

 積極的傾聴（法）は相手に変化を起こさせる重要な方法の１

つと考えなければならない。 

 積極的傾聴は相手との積極的で良好な関係が築き上げられ

るだけでなく、相手の態度も積極的に変化させてしまう効果

がある。 

 また傾聴することにより相手に成長経験をもたらす数少な

い方法でもある。 

 では傾聴を実践するとき、どのような基本要件（態度）で臨

むべきであろうか。 

 その第１は常に共感的理解を心がけるということである。 

 「相手と共に考え感じる」ことにより共感が生まれる。これ

を共感的理解という。 

 第２は相手の考えや気持を素直に受け入れるという受容の

気持ちで相手に接することである。 

 第３は相手をだましたり、ごまかしたりせず、誠実に対応す

ることである。 

 これが傾聴を実践するときの基本要件になる。 
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項目・時間 ツール 内容と進め方 

共感を高める

態度・技術 

シート②  ではどのような態度が必要になるであろうか。 

 最初から批判的、説教的な態度をとらない。 

 最初から批判的、説教的態度をとると、相手はそれだけで自

分の枠組みを強くし、こちらの言っていることを受け入れな

くなる。 

 相手が受け入れようとする態度が現れたときには、批判的、

説教的態度も受け入れられるであろう。 

 相手に関する聞き手の考えを伝えるときは注意しなければ

ならない。 

 「君は」という言葉を使うと、こちらは相手のために良いと

思っても相手は「忠告しているのだな」、「批判しているのだ

な」と逆にとる場合が多いから注意しなければならない。 

 相手に言っている意味と気持ちの両面から理解し、言って

いる内容よりもその底にある気持ちに応える。 

 相手の言っているメッセージには意味と気持の両面がある。

 不満などがある場合は、気持の方が重要になるのでまず先に

その気持を受け入れなければならない。 

 相手のボディランゲージ（声の抑揚、表情、息遣い、手の

動き、目の動き等）に気を配る。 

 相手のボディランゲージを見ていると相手の気持がわかる

ことが多い。 

 逆に自分の気持を伝えるときにはボディランゲージを効果

的に活用する必要がある。 

 相手をごまかしたり、だましたりすると相手は必ずそれを

見抜く。 

 相手をごまかしたりだまそうとするとその態度が表に現れ、

相手は必ずそれを見抜いてしまう。 

 相手と対話するときはだましたり、ごまかしたりする態度は
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項目・時間 ツール 内容と進め方 

厳禁である。 

 感情が高ぶったり、自己傾聴し、冷静になって対応する。 

 感情が高ぶると、お互いに自己の枠組みをぶつけ合うだけに

なる。 

 感情が高ぶったら「自分はなぜ怒っているのか」と自問自答

（自己傾聴）し、冷静にならなければならない。 

 したがって感情的になったら少し休みを入れることも大切

である。 

自己傾聴の難

しさ 

シート②  傾聴することは大変難しい。なぜなら、自分の枠組みをくず

されそうになると無条件で抵抗したくなるし、相手に何か引

っかかったことを言われたときはつい感情的になってしま

う。 

 したがって傾聴をするためには「努力」も必要になるし「勇

気」も必要になる。 

傾聴に関する

理解促進討議 

（６０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシ

ート①配

布 

 さて、以上で積極的傾聴（法）とは何か、その効果と実践の

ポイントは理解できたと思うが、傾聴の考え方をもっと深く

理解して頂くために、理解促進討議を行いたい。 

 理解促進討議（法）は、参加者同士の話し合いを通じて、正

しいコンセプトの理解を深めていく方法である。 

 進め方の流れを紹介しよう。（ワークシート配付） 

 この討議は ①個人研究（解答） ②グループの統一解答の

検討 ③正解の提示 ④チーム効率の分析という手順で行

う。時間は５０分程度かかる。 

 では個人研究に入る。ワークシート①の２０問で正しいと思

うものをａ、ｂ、ｃから選んで個人の欄に記入してほしい。

 時間は１０分である。 

 これから個人解答を持ち寄り討議して、グループの統一解答

を決めてほしい。 



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　積極的傾聴とは

シート②　積極的傾聴（法）の効果と実践



シート① 

積極的傾聴（法）とは 

 
１．積極的傾聴（法）とは 

積極的傾聴（法）は、非指示的カウンセリングを提唱したカール・ロジャースが考えた「聴

き方」の技術をいう。この「聴き方」は、「聞き方」とは根本的に異なる。仕事上では、コミ

ュニケーションが大変重要になるが、いざ実践してみると、ミスコミュニケーションが起こっ

たり、感情のずれが起こったりして、なかなかうまくいかない。 
相手を効果的に動かしたり、良好な対人関係を維持していくためには、正確なコミュニケー

ションと同時に、共感を呼ぶコミュニケーションを心がけなければならない。共感とは自分の

個性や考え方を大切にしながら、相手の感情を共有化することである。これは同情とは全く異

なる。同情は相手に対して感じることであるが、共感は相手と共に感じることである。共感を

高めるためには、相手の話を積極的に「傾聴」しなければならない。 
傾聴とは責任を持って相手の話を聞くことで、相手の考えや気持ちを相手の立場に立って理

解することを言う。つまり相手の見るように見え、相手の感ずるように感じられたとき、そこ

に共感が生まれる。共感を呼ぶコミュニケーションを行うためには、相手の話を積極的に傾聴

しなければならない。 
 
２．実践で心がけること 

この方法は、日常の仕事の中で起こる様々な問題にアプローチする一つの方法であるが、単

なる技法と考えてしまうと逆効果になるであろう。積極的傾聴（法）はそれを実践する人の態

度の中に、しっかりと根を下ろしていなければならない。技法というより「基本的態度」と考

えていく必要があるであろう。 
傾聴は、会議や面接の場面のみならず、日常のあらゆるコミュニケーションの場面で必要に

なってくるであろう。自らが傾聴の態度を示せば、相手も自然に傾聴の態度で対応してくるの

で、まず自分から実践しなければならない。管理監督者のみならず組織で仕事をしている人に

とっては、身につけていかなければならない必須の技術、態度である。 

 



ワークシート

研修の演習時に使用するワークシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

ワークシート①　傾聴に関する理解促進討議のための設問（２０問）

ワークシート②　積極的傾聴ロールプレイング演習



ワークシート① 

傾聴に関する理解促進討議のための設問 

 
次の設問で正しい解答を選び、ａｂｃのどれかを個人の欄に入れて下さい。グループ欄はグル

ープの統一の答えを入れてください。 
 

１．コミュニケーションを妨げる主な要因は 

a. 性格や思想の違いである 
b. 他人を評価したがる人間本来の傾向である 
c. 感情や態度を表情にあらわすことである 

個人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 正解 

２．積極的傾聴とは 

a. 相手の話を黙って聞いてやることである 

b. 相手の考えや気持を、相手の立場に立って理解することで

ある 

c. 相手の発言をよく聞き、その内容と論理の筋道をつかむこ

とである 

個人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 正解 

３．共感的理解とは 

a. 相手について理解することである 

b. 相手の立場に心から同情することである 

c. 相手と共に考え、感ずることである 

個人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 正解 

４．無心になって相手の話を聴こうとすることは 

a. 自分が変えられてしまう危険を冒すことだ 

b. だれにでも容易にできることだ 

c. 自己自身を見失うことだ 

個人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 正解 

 



ワークシート① 

５．理解ある傾聴を実践するには、なによりもまず 

a. 心理療法の知識が必要である 
b. 勇気が必要である 
c. 同情や思いやりが必要である。 

個人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 正解 

６．積極的傾聴で避けるべきことは 

a. 人の発言をすぐ否認または是認することである 
b. 自分の気持を勝手にあらわすことである 
c. 相手の本当の気持を言わせることである 

個人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 正解 

７．積極的傾聴では、話し相手の心の内側に入り、相手の立場から

物事を見る必要があるが、さらに相手に向かって 

a. 自分の立場から考えたことも伝えなければならない 

b. 相手のために役立つと思うことを伝えなければならない 

c. 相手の立場から物事を見ていることを伝えなければなら

ない 

個人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 正解 

８．人が伝えようとするメッセージには、普通２つの要素がある。

それは 

a. 伝えようとする内容と、その底にある感情や態度である 
b. 仕事上のことと、私生活上のことである 
c. 事実と、それに対する自分の意見である 

個人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 正解 

９．どうしても自分の立場を主張する場合には、その前提として 

a. 相手が傷つかないようにする配慮が必要である 
b. 相手が従う気持になるような下地作りが必要である 
c. 相手に代って、その考えや気持を要約できるほど、よく理

解することが必要である。 

個人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 正解 

 



ワークシート③ 

 

傾聴ロールプレイングケース（Ａさん用） 

 
＜第１回目＞ケース①部下からの相談 

第１回目はあなたは先輩に相談する中堅社員（前田民雄）の役を演じて頂きます。 
 
相談役 

 あなたは１年前に会社に入った中堅社員です。名前は前田民雄（２３歳）といいます。私

の課には入社時から何かと面倒を見てくれた先輩（宮崎洋二 ２８歳）がいます。 
 最近仕事が立て込み、ミスも次第に増えてきており、課長からは怒られどうしです。また

クライアントに提出した書類に間違いがあったため、相手先から怒られるなど、最近はツキ

がありません。そのためか、最近は少しやけ気味になっています。 
 私の性格は慎重で、正確さを好むタイプですが、仕事量が多いため、ミスなどが度々起こ

り、自分で仕事をコントロールすることができず、悩んでいます。また自分は仕事に関する

文献や雑誌を読むのが好きですが、時間がなくそれもできません。そのため、仕事で他の人

に追い越されるのではないかと不安です。 
 仕事そのものは自分にあって面白いですが、このような状況から一日も早く抜け出したい

と悩んでいます。 
 
＜第２回目＞ケース②お客様からの苦情 

第２回目はあなたは相談を受ける（傾聴役）量販店の定員の役を演じて頂きます。 
 
傾聴役 

 あなたは家庭用小型コピーを店頭販売している量販店の店員です。今、１年２ヶ月前に小

型コピーを買ったお客様が修理の依頼に来ました。当時の値段は１５万円ですが、同じ機能

のものを今は１０万円で買えます。どうやらお客様は何かに不満を持っているようです。事

務的に対応するのでなく積極的に相手の不満や言い分を聴き取って下さい。ちなみにこの家

庭用小型コピーの保障期間は１年です。 
 修理を引き受けるかどうかは後の問題として、まずは積極的傾聴をもって対応して下さい。 
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