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聞き方ゲーム 概要 

目的 
 コミュニケーションの基本である「聞き方の技術」を習得する。 
 実践を通じて、自己の聞き方の問題点を認識する。 
 聞き方と聴き方の違いを理解する。 

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 正確に聞くことの重要性 
 シート② 聞くための障害となるものは何か 
 シート③ 効果的な聞き方の技術 
 ワークシート① ディズニーランドはなぜ人気があるのか（確認テスト） 
 ワークシート② ユニバーサルスタジオジャパンはなぜ人気があるのか（確認テスト） 
 インストラクター用資料① ディズニーランドはなぜ人気があるのか 
 インストラクター用資料② ユニバーサルスタジオジャパンはなぜ人気があるのか 
       ※この資料は２０１０年８月の情報を元に作成しています。 
 時間配分 

項目 分 
はじめに ５分 
聞くことの重要性 １０分 
聞くための障害 １０分 
聞き方ゲーム第一回 ２５分 
効果的な聞き方の技術 １０分 
聞き方ゲーム第二回 ２５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） 

  これから聞き方の技術を習得するためのシミュ

レーションゲームを行います。 

 コミュニケーションの技術には話し方や聞き方

の技術の他に文章による伝え方や映像による伝

え方など色々な技術がありますが、口頭による

コミュニケーションでは話し方と聞き方の２つ

の技術が大変重要になります。 

 ただ技術としては、話し方に関心が向けられ、

聞き方にあまり関心がおかれませんでした。 

 相手と良好な人間関係を保ったり、相手とうま

く交渉をしていくためには、話し方よりもむし

ろ聞き方の方が重要になるのです。 

 なぜなら正しく聞けなければ、正確な意思疎通

もできませんし、交渉も相互に誤解が生じ、う

まくいきません。 

 聞き方は相手とのよりよい関係を築いたり、交

渉をうまく行っていくための原点といってよい

でしょう。 

 この聞き方のシミュレーションゲームでは、聞

き方の重要性を認識するとともに、ゲームによ

って、話し合いの過程での「聞き方」の基本技

術を体験的に学んでいただきます。 

正確に聞くことの重

要性 
（１０分） 

シート①  ゲームに入る前に聞くことの重要性について、

少し説明しておきましょう。 

 私どもは毎日、何らかの形でコミュニケーショ

ンを行っています。 

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 

 そのコミュニケーションが利害を伴わない場合

は問題ありませんが、うまくいかないために人

間関係が悪くなったり、交渉が決裂したら大変

です。 

 コミュニケーションには文書（Ｅメールを含む）

と口頭の２通りの方法があると述べましたが、

特に重要になるのが、口頭によるコミュニケー

ションです。 

 口頭によるコミュニケーションには話し方とき

き方がありますが、いくら話が上手でもきき方

が正確でないとコミュニケーションが成立しま

せん。 

 ここでのゲーム演習は正確にきくことに焦点を

あてて進めていきます。 

 ただこの「きく」にも「聞く」と「聴く」の２

通りのきき方があります。 

 事実や情報や意見をきくことを「聞く」といい、

心情や感情や態度まで「きく」ことを「聴く」

といいます。 

 まず最初に身につけなければならないのは事実

や情報や意図を正確に聞き取る技術です。 

 なぜ聞く方が重要かというと、聞き方はコミュ

ニケーションの原点ですし、正確に聞くことが

できてはじめて、相互のコミュニケーションが

成立するからです。 

 また正しく聞くことは相手を尊重することにも

結び付きますし、正しく聞くことができること

はあなた自身の自己成長にも結び付きます。 

 話す相手にとってもメリットがあります。例え

ば指導する人と指導される人の立場では、正し

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=23083774


8 
 

項目・（時間） ツール 内容と進め方 

く聞くことによって指導される人の能力を引き

出すこともできます。 

 つまり正しく聞くことができれば、それだけで

話す人、聞く人の相互にメリットを生み出すこ

とができるのです。 

聞くための障害 
（１０分） 

シート②  では相手の話を正確に聞くにはどうしたらよい

でしょうか。 

 相手と話をしているとき、相手の話を素直に聞

かなかったり、無視したりすることがあります。 

 間違った聞き方が身についていたら、それを修

正しなければ、正しい聞き方ができません。 

 間違った聞き方をするのは、相手と話をしてい

るとき、正しく聞けない障害があるからです。 

 その第一の理由は人間は常に話し手になりたが

るという習性です。 

 話し手になるということは、自分の枠組みをぶ

つけているだけですので、自分の枠組みをくず

される心配はありません。 

 話し手になっていれば安心ですが、それでは相

手の話を聞くことができなくなります。 

 相手の話をフィフティー、フィフティーで聞く

ことができれば、相手から得るものが多いでし

ょう。 

 第２が聞き方のパターンが身についていて、そ

れから逃れられないということです。 

 その聞き方がよいものであればよいのですが、

聞き流す聞き方をしたり、話の揚げ足を取る聞

き方がでは問題です。 

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 

 自分のパターンがよいものか、どうかチェック

してください。 

 また相手と話をするとき、相手によって聞き方

を使い分けて聞く人がいます。 

 地位の低い人や能力の低い人には聞く耳をもた

ず、逆に地位の高い人などには迎合して聞くこ

とは真の聞き方とは言えません。 

 この態度も改めなければなりません。 

 最後が集中できないという障害です。 

 これは性格にもよりますが、関心がないとつい

「上の空」になってしまいます。 

 自分の関心ごとや考え方を横に置いて、相手と

の話に集中しなければなりません。 

聞き方ゲーム第一回 
（２５分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
インストラ

クター用資

料① 
ワークシー

ト①配布 

 さて、聞く姿勢ができたと思いますので聞き方

のゲームに入りましょう。 

 これはグループ内で順位を競うゲームですので

頑張ってください。 

 これからディズニーランドがなぜ人気があるの

かを口頭で説明しますので、要点をつかんでよ

く聞いてください。 

 （講師（インストラクター）がインストラクタ

ー用資料の「ディズニーランドはなぜ人気があ

るか」を２回読み上げます。） 

 （ワークシート①を配布。） 

 ではこれから話した内容の確認テストを行いま

すので、個人別に正しいと思ったものを選んで、

その記号を個人の欄に記入してください。 

このファイルはサンプルです。 
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シート① 

 

正確に聞くことの重要性 

1. コミュニケーションは聞くことから始まる。 

 私どもは毎日何らかの形で、コミュニケーションを行っています。家庭では家族と話し

たり、仕事場では昼休みに同僚と雑談したり、会議で論議したり、顧客と交渉したりして

いますので、常にコミュニケーションが行われています。一日中パソコンに向かっている

人もＥメールなどで他の人と間接的に話をしているはずです。その話し合いが利害を伴わ

ないコミュニケーションなら問題はありませんが、仕事上でのコミュニケーションでうま

く行かない場合には、交渉が決裂するなど大きな問題に発展しかねません。 
 コミュニケーションには、口頭によるものと文章（Ｅメールを含む）によるものに大別

されますが、特に重要なのが口頭によるコミュニケーションです。 
 コミュニケーションは聞く（聴く）ことと話すことによって行われますが、私どもはい

かにうまく「話す」かの方に関心がいきがちです。しかしいかに話し方がうまくても、き

き方が正確でないと真のコミュニケーションが成立しません。 
 きく力は仕事や社会生活のあらゆる場面で必要とされています。例えば、ただ単に相手

と話すだけでなく、商品を売り込んだり、企画を提案したり、人を指導したりするときに

も必要になりますし、講演をききに行ったり、会議場面で相手と論議する時にも欠かせま

せん。 
 きき方には「聞く」と「聴く」の２通りのきき方がありますが、事実や情報や意見等を

きく事を「聞く」といい、真情や感情や態度までをきき取ることを「聴く」と区別してい

ます。 
 仕事上で大切になるのは、事実や情報や意見を正しく聞きとる技術です。ただ聞いてい

るだけでは、正しいコミュニケーションは行われませんし、建設的なコミュニケーション

は行われません。私どもは、まず基礎能力である「聞く」力の技術を身につけて、積極的

にコミュニケーションしましょう。 
 

2. なぜ聞くことが重要なのでしょうか 

（１）仕事上でのコミュニケーションの原点は聞くことである。 
 ではなぜ聞くことが重要なのでしょうか。私どもの仕事は、単独で成立しているのでは

なく、人とのつながりの中で進んでいきます。それを結び付けるのがコミュニケーション

です。そのつながりがうまくいかないと、仕事上に支障をきたしたり、大きな問題が発生

します。そのコミュニケーションの中で一番重要になるのが聞き方なのです。

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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シート③ 

 

効果的な聞き方の技術 

正確に聞けない、集中して聞けない、ゆがんだ受け取り方をする、といった障害はすべ

て自分の中にありますので、よりよい聞き方を身につけるには、自分の態度を改め、聞く

ための技術を身につけなければなりません。 

1. 話に集中するコツは何か 

 話に集中するコツについて説明しましょう。 
（１）雑念を振り払い、話だけに集中する。（無心に一点集中して聞く） 
（２）偏見を持った聞き方をせず、全てを受け入れる。 
（３）肯定的に聞く。 
（４）目で聞く習慣をつける。 
（５）相手の癖にとらわれない。 
（６）何か得るものはないかという姿勢で聞く。（聞くことは学ぶことである） 
（７）聞けなくなったら「なぜ聞けないか」と自問、自答する（自己傾聴） 

などがあります。 

2. 正確に聞く技術 

 正確に聞くためには、次の技術を駆使します。 
（１）最後まで聞く。 
（２）話の流れを追いながら聞く。 
（３）批判的にならず客観的、分析的に聞く。 
（４）感情的にならず、冷静に聞く。 
（５）節目で相手の言い分をまとめてみる。 
（６）相手の話を予測しながら聞く（次に何を話すか）。 
（７）相手の言いたいポイントを引き出しながら聞く。 
（８）活用を考えながら聞く。 
（９）全体を考え、部分を当てはめてみる。 
（１０）事実と意見を区別して聞く。 

3. 話を聞いた後の処理 

 ただ話を聞いているだけでは話し合いは完結しません。話を聞いた後の処理も重要にな

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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インストラクター用資料① 

 

ディズニーランドはなぜ人気があるのでしょうか 

ディズニーランドはなぜ人気があるのでしょうか。ディズニーランドが千葉の浦安に作

られてから、３０年近くの歳月が過ぎました。オープンは１９８３年の４月で、開園して

から一カ月で１００万人の人を集めたと言われています。日本最初の遊園地は浅草の花や

しきで、７０代、８０代の人にとっては子どもの頃のあこがれの遊園地でした。その後、

テーマパークとしては一番古いハウステンボスや八景島シーパラダイスなどができました

が、戦後できたものの中で本格的なテーマパークはこのディズニーランドが最初でした。

発祥の地であるアメリカでは、ディズニーリゾートがカリフォルニア州のロサンジェルス

とフロリダ州のオーランドにありますが、そのものをそのまま持ってきたことも人気を呼

んだ理由かもしれません。アメリカとはスケールの違いがあり、オーランドにあるディズ

ニーランドリゾートは、６つのテーマパークを持っており、一つ一つが離れており、山手

線内面積の１．５倍に近い広さを持っているといわれています。ディズニーランドは日本

以外ではパリと香港にもあります。 
日本のディズニーランドがある浦安はもとは海岸で、潮干狩りのできる静かなところで

したが、ディズニーランドが出来て一躍有名になりました。そう遠くないところに埋め立

て地である夢の島があり、少し離れたところに、国際展示場で有名な幕張メッセがありま

す。浦安は東京都と思いがちですが千葉県にあります。 
立地としては東京に近く東京駅から京葉線で舞浜駅まで一本でいけます。また空港から

も直行便が出ていますし、名古屋や大阪からも夜行高速バスが出ています。 
ディズニーランドの何よりの強みは、夢と魔法の王国の空間づくりですが、中に入ると

別世界が待っており、一日飽きることなく夢の世界を楽しむことができることにあります。

また様々なイベントによる話題づくりも他のテーマパークに比べて群を抜いており、それ

はリピーター率が９７．５％ということにつながっています。 
ＵＳＪ（ユニバーサルスタジオジャパン）と違う点は、ＵＳＪが強烈なアトラクション

でお客を驚かすのに対し、ＴＤＲは甘くてかわいいメルヘンの世界に導こうとしていると

ころにあると言ってよいでしょう。ただ人気がありすぎるため、いつも混雑しているし、

人気のパビリオンやショーを見るために１時間待つのは当たり前といったことが弱みにな

っています。最近は東南アジアを中心にした外国人の客も大幅に増えていると言われてい

ます。 
日本のディズニーランドが他の国のディズニーランドと違う点は、ディズニーグループ

の直営ではなく、オリエンタルランドという会社がライセンス方式で経営しているという

点です。 
ディズニーランドの今後の課題は、いかに新鮮な感動を与え続けられるか、いかにヒッ
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