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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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チームとメンバーを動かすコミュニケーション（話し合いの技術） 

概要 

目的 

 コミュニケーションの重要性を認識するとともにその働きを理解する。 

 人を動かすコミュニケーションと共感を呼ぶコミュニケーション（説得と傾聴）の技術

を身につける。 

 話し合いのロールプレイングを通じてその技術を習得する。 

対象 

係長、新任係長、同等職位の方 

所要時間 

３時間 

教材 

 シート① チームとメンバーを動かすコミュニケーション 

 シート② チームを動かすコミュニケーション 

 シート③ メンバーを動かすコミュニケーション 

 シート④ 話し合いロールプレイング（事例） 

 シート⑤ 話し合いケースプランニングシート（３人分） 

 ワークシート① 効果的な話し合いのポイント 

 ワークシート② ロールプレイングの進め方（演習） 

 ワークシート③ 話し合いロールプレイング分析シート 

 ワークシート④ 話し合いロールプレイング組み合わせ 

 ワークシート⑤ 相手役ケース（３人分） 
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時間配分 

項目 分 

はじめに ５分 

コミュニケーションの目的 １０分 

チームを動かすコミュニケーシ

ョン 

２０分 

メンバーを動かすコミュニケー

ション 

３５分 

効果的な話し合いのポイント １５分 

ロールプレイングの進め方 １５分 

ロールプレイングの準備 １５分 

ロールプレイング自主運営 ５０分 

ロールプレイングのコメント １０分 

まとめ ５分 

合計 １８０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 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート① 

 これからチームとメンバーを動かすコミュニケーシ

ョンの技術の習得に入る。 

 係長はメンバーを通じて、あるいはメンバーと一緒

に目標を達成していかなければならない。 

 となると、メンバーをどう方向づけし、どう目標に

向けて動かしていくかが重要になってくる。 

 またメンバー個人のみならず、チーム全体を動かす

ことも必要になる。 

 この会合ではチームやメンバーを動かすためのコミ

ュニケーション技術の習得を狙いとして進めていき

たい。 

 基本的な考え方を学んだ後で、実践に結びつく「話

し合いのロールプレイング」も実施する。 

 コミュニケーションとは何だろうか。まずコミュニ

ケーションを定義しておこう。 

 一般的には「意思疎通」や「情報伝達」を指すが、

厳密に言えば、「人間関係を促進することを目的に、

意志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、意志や事実といった情報や気持ちを

伝えたり交換したりする行為」のことをいう。 

 気持ちの伝達も含まれるので共有化は意志や情報、

事実だけでなく、態度も含まれてくる。 

コミュニケーシ

ョンの目的 

（１０分） 

 

項目の板書 

 

 では何のためにコミュニケーションを行うのであろ

うか。 

 職場の中での、よりよい人間関係を築き上げていく

ことも目的になるが、係長の立場ではチームやメンバ
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

ーを動かし、業績を向上させたり、サービスを強化し

ていくことが重要な目的になる。 

 その目的を達成するために「個別の話し合い」や「会

議やミーティングといった働きかける場」を積極的に

利用しなければならない。 

 ではチームやメンバーをどのように動かしていくべ

きであろうか。 

 コミュニケーションには「チーム全体に働きかける

コミュニケーション」と「個人に働きかけるコミュニ

ケーション」の２つがある。 

チームを動かす

コミュニケーシ

ョン 

（２０分） 

シート② 

 

項目の板書 

 

 

 

 

 

 

 まず「チーム全体に働きかけるコミュニケーション」

について考えてみよう。 

 チーム全体に働きかけるコミュニケーションは個別

に行うコミュニケーションとはアプローチの仕方が

少し異なる。 

 チーム全体を効果的に動かしていくためのコミュニ

ケーションにはどのようなスタイルがあるだろうか。 

 コミュニケーションのスタイルには、スター型、連

鎖型、サークル型があるが、サークル型がコミュニケ

ーションの状態としては一番望ましい。 

 

 

 

 スター型や連鎖型は仕事を直接指示する時はよい

が、チームの相乗効果を生かし、仕事の成果をあげて

いくためには問題である。特に連鎖型は問題である。 

 サークル型のコミュニケーションを行えば、チーム

の連帯感も高まるし、満足度も上がるし、成果も上が

っていく。 

スター型 連鎖型 サークル型 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 ではチームに対してどのように働きかけていくべき

であろうか。この働きかけは成果をあげるためだけで

なく、チームづくりや活性化にも役立つ。 

 働きかけには５つのやり方がある。 

 （１）共同目標を設定し、皆でその目標を共有化する。 

 （２）決定段階へメンバー全員に参加をさせる。 

 （３）本音で話し合うコミュニケーションの場をもう

ける。 

 （４）対等な立場での話し合いを積極的に行う。 

 （５）相互作用の場を多く持つ。 

 （６）コンセンサス（総意）を重視し、集団決定させ

る。 

 （７）クリティーク（反省、検討）の場を多く持つ。 

 以上がチームに働きかけるコミュニケーションの技

術である。技術というより働きかけの方法と考えても

良いであろう。 

メンバーを動か

すコミュニケー

ション 

（３５分） 

シート③ 

 

項目の板書 

 

 

 

 

 

 

 

 では次にメンバー（個人）への働きかけに入ろう。 

 働きかけに入る前にコミュニケーションの働きにつ

いて少し考えてみよう。 

 １対１のコミュニケーションの場では、２つの働き

が行われている。 

 １つの働きが意志や事実や情報の伝達にある。 

 仕事の中では組織の方針を伝えたり、他社などの情

報を伝えることがあるが、その伝達は正確でわかりや

すく伝えることが重要になる。 

 また相手が方針や情報を正しく受け取ったかどうか

確認することも重要である。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

シート③の

２（説得） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 意志や事実や情報の伝達でもうひとつ重要になって

くるのが単に伝達するだけでなく、考え方の違いを乗

り越えて伝達し、それを実行に移してもらうための伝

達である。 

 これが人を動かすコミュニケーションである。説得

という行為がこれにあたると考えてよい。 

 働きかける＝コミュニケーションである。説得を定

義しよう。説得とは「人々の動機を上手にゆさぶって、

その思想や行動をこちらが考えている方向に向きを

変えさせる意図的な試み」である。 

 人はそれぞれ独特のものの見方、考え方を持ってい

る。 

 それを準拠枠（自画像ともいう）という。 

 準拠枠はその人の理想や信念や経験や、期待、好み

などにより形成されている。 

 

 

 

 

 

説得する人と説得される人が同じ準拠枠なら説得は

そう難しくはないが、準拠枠が異なっている場合、説

得（技術）が必要になってくる。 

 ではどのようにすれば説得がうまくいくであろう

か。その要件には①信頼性、②論理性、③情動性の３

つがある。 

 信頼性とは、被説得者がどのくらい説得者を信頼し

ているかということである。つまり、説得者に信頼性

があれば説得の効果は上がる。 

 

Ａ 

 

Ｂ 

準拠 

説得 



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　チームとメンバーを動かすコミュニケーション

シート②　チームを動かすコミュニケーション

シート③　メンバーを動かすコミュニケーション

シート④　話し合いロールプレイング（事例）

シート⑤　話し合いケースプランニングシート（３人分）



シート① 

 

チームとメンバーを動かすコミュニケーション 

 

 係長はリーダーとして、また職務遂行者としてチーム全体を動かしたり、メンバーに働き

かけて仕事を進めていかなければならない。そのためのツールがコミュニケーションである。

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共に組織活動を円滑に進

めていくための手段でもある。 

 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、コンセンサスを

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

考えなければならない。したがってコミュニケーション技術は係長としての役割を果たすた

めの必須の条件といえよう。 

 

１．コミュニケーションとは 

 一般にコミュニケーションを日本語に訳すと「意思疎通」や「情報の伝達」になるが、厳

密に定義すれば、「人間関係を促進することを目標に、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意志や事実や気持ちを伝達あるいは交換する過程」がコミュ

ニケーションとなる。このコミュニケーションのツールを用いてチームやメンバーを効果的

に動かしていかなければならない。 

 

２．コミュニケーションの目的 

 コミュニケーション技術を身につける目的には次のことがある。 

（１）良好な人間関係を醸成する。 

（２）チームやメンバーを動かし業績の向上とサービスの強化をはかる。 

 

３．働きかける場 

チームやメンバーに働きかける場としては次のようなものがある。 

（１）個別の話し合い、面接 

（２）会議、ミーティング 

（３）朝礼、夕礼 



シート② 

 

チームを動かすコミュニケーション 

 

 係長はチーム全体に働きかけて、目標達成や職場の活性化を果たしていかなければならな

い。そのためにはチーム全体に働きかけるコミュニケーションの技術を身につけなければな

らない。チーム全体に働きかけるコミュニケーション技術は個人に働きかけるコミュニケー

ションの技術とは少し異なってくる。積極的なコミュニケーションにより、チームに働きか

け、効果的に目標達成をはかっていかなければならない。 

 

１．コミュニケーションのスタイル 

 コミュニケーションのスタイルにはスター型、連鎖型、サークル型があるが、チームを効

果的に動かしていくためには、サークル型でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

２．チームへの働きかけ 

 チームに対しどのように働きかけていけばよいのであろうか。この働きかけが効果的に行

えばチーム作りにも役立つし、チームの活性化にも結びついていく。 

（１）共同目標を設定し、皆でその目標を共有化する。 

（２）決定段階でメンバー全員に参加させる。 

（３）本音で話し合うコミュニケーションの場をもうける。 

（４）対等な立場での話し合いを積極的に行う。 

（５）相互作用の場を多く持つ。 

（６）コンセンサス（総意）を重視し、集団決定させる。 

（７）クリティーク（反省、検討）の場を多く持つ。 

リーダー 

スター型 連鎖型 サークル

型 



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　効果的な話し合いのポイント

ワークシート②　ロールプレイングの進め方（演習）

ワークシート③　話し合いロールプレイング分析シート

ワークシート④　話し合いロールプレイング組み合わせ

ワークシート⑤　相手役ケース（３人分）



ワークシート① 

 

効果的な話し合いのポイント（演習） 

 

１．話し合いのステップ 

 ①導入 

  ・部下が話しやすい雰囲気を作る 

  ・日ごろの仕事ぶりをねぎらう 

  ・何のための話し合いか、どのくらい時間がかかるかを話す 

 ②展開 

  ・本人への期待から話を進める 

  ・言いたいことははっきり伝える（注意、期待） 

  ・時には聞き役にまわり、部下の気持ちに応える 

  ・理解できないことは、率直に質問する 

  ・動機づけ、元気づけを与えて終わる 

 ③終結 

  ・話したことの確認をとる 

  ・他の要望を聞く 

  ・動機づけと元気づけを与えて終わる 

 

２．説得と傾聴の実践 

（１）説得の技術 

  ・説得の目標を見失わない 

  ・相手の立場を尊重し、相手の考えを受け入れる 

  ・言うべきことはハッキリ言う 

  ・情熱を失わない 

  ・相手の発言には敏感で、核心をつかむ 

（２）傾聴の態度 

  ・批判的、積極的態度を取らない 

  ・相手の考え、主張を尊重する 

  ・相手が言いたいことを十分に聞く 

  ・内容よりその底にある気持ちのほうにこたえる 

  ・相手の言っていることをフィードバックする 

  ・感情が高ぶったときは少し休みを入れる 



ワークシート② 

 

ロールプレイングの進め方（演習） 

 

１．目的 

 （１）メンバーとの個別的な話し合いの技術を向上させる。 

 （２）説得と傾聴の技術を習得する。 

 （３）話し合いの場面で起こる様々な障害を体験的に学ぶ 

 

２．話し合いの手順（ロールプレイング）  

（１）呼び込みをする。 

（２）話し合いを行う（１０分間）。 

   タイムキーパーは時間がきたら上司役の人に伝える。 

（３）全員が分析シートを記入する。 

   ・話し合い後のメンバー役の人の心理状態をチェックする。 

   ・２項目チェックする。 

   ・メンバー役の人は自分の気持ちを、他の人（リーダー役、観察者、メンバー役の順） 

    はメンバーの気持ちを推測してつける。 

（４）チェック項目を全員発表する（リーダー役、観察者、メンバー役の順） 

（５）それをもとによかった点や改善点を相互コメントする（５～１０分） 

（６）これを３回（または４回）くり返す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダー役 メンバー役 

観察者 
タイムキーパー 
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