
 

話し方ゲーム 
 

教育研修ゲームシリーズ 
 

 
 
 

 

サンプル



話し方ゲーム 目次 

話し方ゲーム 目次 ............................................................................................................. 2 

マニュアル（指導手引書）とシート、ワークシートの使い方 ............................................. 3 

話し方ゲーム 概要 ............................................................................................................. 5 

研修の内容と進め方 ............................................................................................................. 6 

話し方の基本 ...................................................................................................................... 16 

効果的な話し方の技術 ........................................................................................................ 18 

話し方図柄２の説明メモ .................................................................................................... 22 

あるミュージシャンとのインタビュー（Ａ） .................................................................... 23 

あるミュージシャンとのインタビュー（Ｂ） .................................................................... 24 

話し方ゲーム グループ討議指示カード ........................................................................... 25 

2 
 

サンプル



5 
 

話し方ゲーム 概要 

目的 
 コミュニケーションの基本である話し方の重要性を認識するとともにその基本を身に

つける。 
 効果的な話し方と共感を呼ぶ話し方の技術を身につける。 
 ゲームを通じて話し方のポイントを理解する。 

対象 
新入社員、中堅社員、職場リーダー 

所要時間 
１時間３０分 

教材 
 シート① 話し方とは 
 シート② 効果的な話し方の技術 
 ワークシート① 話し方ゲーム グループ討議指示書 

（カードと参加者分のシートが必要） 
 インストラクター用資料① 話し方図柄① 
 インストラクター用資料② 話し方図柄② 
 インストラクター用資料③ 話し方図柄②の説明メモ 
 インストラクター用資料④ あるミュージシャンとのインタビュー（Ａ） 
 インストラクター用資料⑤ あるミュージシャンとのインタビュー（Ｂ） 
 メモ用にＡ４用紙２枚を人数分 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
自然な話し方、社会的な話し方と、伝え方の基本 １０分 
話し方伝達ゲーム ２０分 
２つのインタビュー １０分 
グループによる話し合いゲーム ３０分 
効果的な話し方の技術 １０分 
まとめ ５分 
合計 ９０分 
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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） 

  これから話し方のゲームに入ります。 

 私どもの職場はコミュニケーションで成り立っ

ています。つまり人との話し合いによって仕事

が進んでいきます。 

 話し合いのプロセスでは言葉という手段を通じ

て自分の意見や事実や情報を伝えています。 

 ところが言葉はあくまでも手段ですので間違っ

て伝わったり、相手の感情を害したりしてしま

います。 

 世の中には話の上手な人も下手な人もいます。

 話の上手下手はもって生まれた先天的なもので

しょうか。そうではありません。 

 話の上手な人は技術を身につけているだけでな

く、色々なコミュニケーションの場面に遭遇し

て、体験的にそれが身についていったのです。

 自ら自覚して訓練を繰り返せば必ず身について

いきます。 

 このゲームでそのコツを身につけていきましょ

う。 

自然な話し方、社会

的な話し方と、伝え

方の基本 
（１０分） 

 
 

シート①  ゲーム演習に入る前に話し方の基本だけ先にお

話ししておきましょう。 

 私どもの話し方は大きく分けて２つに分けられ

ます。 

 自然な話し方と社会的な話し方です。自然な話
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項目・（時間） ツール 内容と進め方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（話し方の基本） 
 
 

し方は小さいころから身につけてきていますの

で問題ありませんが、社会的な話し方は訓練さ

れていないと身につきません。 

 社会的な話し方は大勢の前で話をするとか、会

議で発言するとか、顧客に何かを売り込むため

の交渉をするとかいった話し方です。 

 結婚式のスピーチも社会的な話し方といってよ

いでしょう。 

 日本の教育では、人前で話すことや文章を書か

せることはあまりやってきませんでした。 

 ですから欧米人に比べて話し方が下手な人が多

いのです。 

 では話し方の技術は何でしょうか。話したこと

が相手に伝わらなければ意味がありませんの

で、まず次のことに注意して話をしましょう。

 まず聞きやすい声の大きさで話すということで

す。話すときには必ず相手がいます。相手の人

数を考え、誰にでも、はっきり届く大きさの声

で話しましょう。聞こえない声は何も伝わりま

せん。 

 次はハッキリと明瞭に話すことです。大きく口

を開け、語尾を明確に話しましょう。もぐもぐ

と話したり、どちらとも取れるような話し方を

してはいけません。朴訥な話し方でも必要なこ

とがはっきり伝わればよいのです。 

 第３は適度なスピードで話すことです。早すぎ

ず、遅すぎずが原則です。早すぎると相手は付

いていけないし、遅すぎるとだらだらとしてし

まいます。 

 第４は話にメリハリをつけるようにすることで
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項目・（時間） ツール 内容と進め方 

す。単調な話し方は、聞く人の眠気を誘ってし

まいます。声の強弱やスピードの緩急でメリハ

リをつけて話しましょう。 

 最後が情動的に話すことです。話す態度も大変

重要です。キビキビした態度で誠意と熱意を込

めて話しましょう。 

話し方伝達ゲーム 
（２０分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
インストラ

クター用資

料① 話し

方図１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 基本は理解できたと思いますので、最初にウォ

ーミングアップゲームを行いましょう。 

 いかに話し方、伝達が難しいか、コツを身につ

ければ、より正確に伝わることを体験的に理解

していただきます。 

 受講生のある人にある図を見せて、それを口頭

で伝達し、それを参加者が書くゲームです。 

 （参加者全員にＡ４のメモを２枚配る。） 

 （参加者の中から１名指名し、伝達者になって

もらう（その人に話し方図①を見せる）。他の参

加者に見えないようにする。） 

 伝達はワンウェイで質問はできません。 

 （伝達者から参加者に口頭により伝達させる

（５分）。） 

 参加者は個人で伝えられた図柄をメモに書いて

ください。 

 どうでしたか。正しく書けましたか。隣の人と

比較してみてください。 

 ではもう１枚の図柄をもう１人の人に伝えてい

ただきますので、メモに書いてください。 

 （参加者の中から伝達者を１人選ぶ。） 

 （伝達者には話し方図柄②を見せ、説明のメモ
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項目・（時間） ツール 内容と進め方 

インストラ

クター用資

料② 話し

方図２、③

話し方図２

の説明メモ

を渡し、メモに書いてある要領で説明させる。）

 どのように書けましたか。隣の人と比較してみ

てください。 

 前の伝達図に比べてどうでしたでしょうか。 

 では２枚の図柄をお見せしましょう。（２枚の図

柄を参加者に見せる）。 

 どちらがわかりやすかったですか。どちらを書

くとき、混乱しましたか。 

 最初に伝えた人は、伝え方のポイントを考えな

いまま、思いつくまま、説明したのでわかりづ

らかったのではないでしょうか。 

 後の人はポイントを明確に説明したので、分か

りやすかったのではないでしょうか。 

 つまり話し方にはコツがあるのです。 

 後の説明は聞き手と話し手が共通に理解できる

言葉を用いたのもよかったと思います。 

２つのインタビュー 
（１０分） 

インストラ

クター用資

料 ④ 、 ⑤

あるミュー

ジシャンと

のインタビ

ュー（Ａ）、

（Ｂ） 

 もう１つ演習を行いましょう。 

 これから口頭である方のインタビューの感想を

２つ説明します。 

 後ほど２つを比較していただきますのでよく聞

いてください。 

 （最初のインタビューを説明する。） 

 （２つ目のインタビューを説明する。） 

 さてどちらがわかりやすく印象に残ったでしょ

うか。 

 （受講生に質問して感想を聞いてもよい。） 
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シート① 

話し方の基本 

１．はじめに 
 人との話し合いでは、言葉という手段を通じて、自分の意思や事実や情報だけでなく、

感情や態度までも伝えています。ところが言葉はあくまでも手段ですので、間違って伝わ

ったり、相手の感情を害してしまったりします。 
 よくコミュニケーションでは、聞き方が重要といわれていますが、いくら聞き方が良く

ても、話し方が悪ければ、こちらの意思や事実も伝わりませんし、気持ちも伝わりません。 
 世の中には話の上手な人もいますし、口下手な人もいます。話し方はもって生まれたも

のでしょうか。よく話し方を聞けばその人の生き方がわかるかとか、話し方のよって人格

や能力が評価されてしまうといいますが、これは話し方の重要性を強調している言葉であ

って、生まれつきのものではありません。訓練すれば今からでも正しい話し方を身につけ

ることが出来ます。 
 
２．自然な話し方と社会的な話し方 
 私どもの話し方は大きく分けて２つに分けられます。一つは「自然な話し方」でもう一

つが「社会的な話し方」です。自然な話し方は、友達と雑談したり、日ごろの生活場面や

職場での何気ない話の中で使っている「話し方」です。自然な話し方は小さいころから身

につけてきたものですから、話し好き、口下手は別として誰でも使いこなすことが出来ま

す。 
 しかしもう一つの「社会的な話し方」は、大勢の前で話をしたり、商談で相手を説得し

たりする話し方を言いますので、こちらのほうは自然な話し方と違い訓練しなければ身に

ついていけません。結婚式のスピーチも社会的な話し方といってよいでしょう。 
 日本の教育では、欧米と異なり、人前で話すことや文章を書くことを重点的に教育して

きませんでした。だから「社会的な話し方」が不得意な人が多いのです。社会的な話し方

は技術と経験が必要です。今からでも基本を身につけより正しい、説得力ある話し方を身

につけましょう。 
 
３．話し方の基本 
 まず話し方の基本を説明しましょう。 

（１） 聞きやすい声の大きさで話す 
話すときには必ず相手がいます。相手の人数を考え、誰にでも、はっきり届く

大きさの声で話しましょう。聞こえない声は何も伝わりません。 
（２） はっきりと明瞭に話す 
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ワークシート① 

話し方ゲーム グループ討議指示カード 

役割 Ａ 
あなたは討議にあたって、次の事項を守って発言してください。 
①自分の意見を言っても構いませんが、他人の意見を肯定的に受け止めてください。 
②他人の意見を受け止め、受容してください。 
③他の人の意見を褒め、賛同してください。 
※自分の意見を強引に押し通そうとしないでください。 
役割 Ｂ 
あなたは討議にあたって、次の事項を守って発言してください。 
①他の人の意見には必ず反論してください。 
②他の人の意見は全て否定してください。 
③自分の意見は常に正しいという発言をしてください。 
④自分の意見を押し通そうとしてください。 
役割 Ｃ 
あなたは討議にあたって、次の事項を守って発言してください。 
①簡潔に要領よく発言してください（短い表現で）。 
②明瞭に歯切れよく発言してください。 
③自分の意見を明確に言い、結論を先に言ってください（反論は避ける）。 
④自分の意見と事実を区別して発言してください（これは私の意見ですがなど）。 
役割 Ｄ 
あなたは討議にあたって、次の事項を守って発言してください。 
①だらだらと時間をかけて発言してください。 
②自分の結論は言わないようにしてください。 
③状況説明を長くしてください。 
④しかし、だから、すると、したがってなどの接続詞を多く使ってください。 
役割 Ｅ 
あなたは討議にあたって、次の事項を守って発言してください。 
①出来るだけ発言をしないようにしてください。 
②発言するときは「はい」とか「特にありません」など、シンプルに答えてください。 
③意味のわからない、曖昧な発言をしてください。 
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