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0 



Copyright (C) 2014 ヒューマンマネージコンサルティング.All Rights Reserved 

分子 ↑ → ↑ 

分母 ↓ ↓ → 

-どの人も、どの会社・組
織も1日24時間という制
約は同じで、その使い方
によって、成果が異なる
と言えます。 
 

-いかに投入時間を下げな
がらも（スピードを上げ
ながらも）、出す結果を
上げることができたかに
よって、全体の成果のレ
ベルが左右されます。投
入時間を下げ、出す結果
を上げる仕事が『充実し
た仕事』に該当します。 

仕事のスピードの大切さとその追求方法 

仕事のＰＤＣＡ（仕事のマネジメント） 

1 

限られた時間、他、経営資源：ヒト・モノ・カネを 
スピーディーに、有効に活用し、高い結果を出す 

誰でも、どの会社・組織（人数×時間）も、1日＝24時間 
スピードのある、１人１人の有効な時間の活用が 

成果の差につながる 

投入時間 

出す結果 
↑上げる 

↓下げる 

（プロジェクトマネジメント関連諸説より当方が要約） 

〇充実した仕事とは 

同じ投入時間でも、出す結果を上げる 

最善の仕事：投入時間を下げる、出す結果を上げる 

出す結果が同じでも、投入時間を下げる 

＝仕事の成果・競争力の差 
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仕事のスピードの大切さとその追求方法 

仕事のＰＤＣＡ（仕事のマネジメント） 

2 

スライドに示す指示に基づき、 
スライドに示す図柄を   以内に詳細に模写せよ 

（詳細具合が、結果に該当します） 

‐限られた時間で、高い成
果を出すことの意味とそ
のポイントをゲームを通
じて理解しましょう。 

良く出来たところ 改善できるところ  
 
 

〇自分で感じたこと 〇その他、気づいたことなど 

●ゲーム 

●フィードバック 
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仕事のスピードの大切さとその追求方法 

 

仕事のＰＤＣＡ（仕事のマネジメント） 

3 

高い目的意識と絶え間ないＰＤＣＡの修正などで取り組む 

〇スピードのある仕事ポイント 

常に高い目的意識を持つこと（早い「いつまで」と「何」） 
必ず達成できる、少しでも進捗できると粘り強く、諦めないこと 
優先順位を見極めること 
有する資源（ヒトや情報など）の状況を把握し、最大活用する
こと 

短い間隔で、修正されたＰＤＣＡを作り、実践すること 

目的意識：早い「いつまで」と「何」 

Check（点検・評価） 

Plan（計画） 

Do（実行） Act（処置・改善） 

C 

P 

D A 

C 

P 

D A 

【修正されたＰＤＣＡ】 【修正されたＰＤＣＡ】 
短い 
間隔で 

短い 
間隔で 

-では、仕事のスピードを
上げるためには、どのよ
うな取り組みをすれば良
いのでしょうか。 
 

-主には、左記に示す「高
い目的意識を持つ」等の
５つの点に留意し、また
取り組むことです。 
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メンバーと自分の１分の価値の再考 

 ：タイムマネジメントの重要性とその取り組み 

仕事のＰＤＣＡ（仕事のマネジメント） 

4 

‐自分のある日やある仕事
を可視化して振り返って
みましょう。 
 

‐可視化した結果から、自
分が「上手くタイムマネ
ジメントできた点」「よ
り改善できた点」を整理
して下さい（その他、納
期・期限に間に合わな
かった、若しくは遅れそ
うになった経験を参考に
考えても結構です）。 
 

‐そこから今後の自分のタ
イムマネジメントのあり
方を考えることとします。 

自分のタイムマネジメントとメンバーへの影響を 
振り返り、益々の改善を図る 

○ワーク：可視化して考える（１） 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

私の「ある日」の流れ 

日 

（   曜日） 
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メンバーと自分の１分の価値の再考 

 ：タイムマネジメントの重要性とその取り組み 

 

仕事のＰＤＣＡ（仕事のマネジメント） 

5 

○ワーク：可視化して考える（２） 

私の「ある仕事」の流れ 

自分 

関係者Ａ 

関係者Ｂ 

仕事 

開始 終了 
仕事の関係者 仕事全体に費やした時間 ※各段階毎に費やした日数や時間を下図に記入 
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メンバーと自分の１分の価値の再考 

 ：タイムマネジメントの重要性とその取り組み 

 

仕事のＰＤＣＡ（仕事のマネジメント） 

6 

上手くタイムマネジメントできた点 より改善できた点 

‐可視化の結果から気づい
た自分の「上手くタイム
マネジメントできた点」
と「より改善できた点」
をまとめ、今後に活かし
てください。 

○ワーク：可視化して考える（まとめ） 

可視化から気づいたこと 

今後、留意すべき点 
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計画の作り方（セルフマネジメントのＰＤＣＡ） 

仕事のＰＤＣＡ（仕事のマネジメント） 

7 

上位からの仕事指示・目標、ある期間ですべきことなどは、 
計画：Ｐｌａｎに反映し、ＰＤＣＡのサイクルにより運用する 

-上位からの仕事指示やあ
る期間ですべきことなど
は、計画に反映します。 
 

-ここではＰＤＣＡサイク
ルの意味を理解すること
と同時に、計画作りはど
のようにするのかの理解
を深めましょう。 Plan（計画） 

：組織の生産性が上がるように、「誰が」「何を」「いつま
でに」「どの程度」の点を考え、計画を作成する 

Do（実行） 
：計画に沿って仕事を行う 

Check（点検・評価） 
：仕事の実施が計画に沿っているかどうかを確認する 

Act（処置・改善） 
：実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする 

次の 

ＰＤＣＡへ 

上位からの仕事指示、目標、ある期間ですべきことなど 

○ＰＤＣＡサイクルとは 



Copyright (C) 2014 ヒューマンマネージコンサルティング.All Rights Reserved 

計画の作り方（セルフマネジメントのＰＤＣＡ） 

 

仕事のＰＤＣＡ（仕事のマネジメント） 

8 

●計画書のフォーマットの例 

作業項目 担当 
6月     7月 

１Ｗ ２Ｗ ３Ｗ ４Ｗ １Ｗ ２Ｗ ３Ｗ 

調査票の作成 

調査項目の検討 

社員への案内文の作成 

・・・・・ 

調査票配布 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

報告書作成 

・・・・・ 

・・・・・ 

-計画は、可視化して表現
されます（計画として将
来を見てわかるように、
また、進捗や自分のタイ
ムマネジメントの状況を
振り返ることができるよ
うに）。 
 

-計画書は、ガントチャー
トという可視化の方法に
よって表現されます。 

・・・ 

・・・ 
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計画の作り方 

仕事のＰＤＣＡ（仕事のマネジメント） 

9 

スライドに示す指示に基づき、 
内定者   名の歓迎会の準備をせよ 

‐限られた時間で、計画的
に取り組む習慣が身に付
くよう、計画作りの演習
をします。 

良く出来たところ 改善できるところ  
 
 

〇自分で感じたこと 〇その他、気づいたことなど 

●演習 

●フィードバック 



チームワーク 

10 
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組織とは：集団と組織の違い 

 

 

 

 

 
 

組織を機能させる３つの要素と取り組み 

チームワーク 

11 

「組織」とは、「２人以上で協働する体系（仕組み）」のこと 

① ２人以上で構成されている。 
② 共通の目的・目標がある（その目的・目標は、1人では実現
できない）。 

③ 相乗効果が期待できる協働の体系＝仕組みがある。 

（バーナード説、経営学辞典より当方が要約） 

共通 
目的・目標 

 

協働 
コミュニ 
ケーション 

～②、③の有無が「集団」と「組織」の違い～ 

-「組織」とは、2人以上
で協働する体系のことで、
組織と集団には、左記の
意味の違いがあります。 
 
 
 
 
 
 

-また、組織を機能させる
ためには、３つの要素が
必要で、みなさんは、こ
の３つの機能を果たすた
めに、それぞれ左記の取
り組みをすることが求め
られます。 

自社・組織が打ち出している 
目的・目標を理解すること 

メンバーと共に 
支援し合うこと 

上司・先輩、メンバー間で 
よく話し合うこと 
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チームワークを充実させるコミュニケーションのあり方 

チームワーク 

12 

-ここからは、3つの機能
のうちの「コミュニケー
ション」について理解を
深めることにします。 
 

-先ず、「コミュニケー
ション力」とは、何かに
ついて理解します。コ
ミュニケーション力とは、
「伝達力」と「傾聴力」
の両方を合わせたもので、
どちらも左記のような言
語面、非言語面のポイン
トを実践することで、そ
の力が発揮されます。 

【言語面】 
体系的な話の流れ 
言葉の選択 
       とわかりやすい解説 
【非言語面】 
ジェスチャー 
 （アイコンタクト、身振り・手振り） 

【非言語面】 
ジェスチャー 
（アイコンタクト、うなずき、表情） 

  
【言語面】 
質問 
（ポイントを踏まえた質問） 

傾聴力 伝達力 

等 等 

【コミュニケーションの基本】 
コミュニケーション力＝伝達力＋傾聴力 
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報連相とは～組織のコミュニケーション活動：報連相～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

報告 

連絡 

相談 

-続いて、組織の重要なコ
ミュニケーション活動で
ある「報告・連絡・相
談：略して報連相（ほう
れんそう）」について理
解します。 

-みなさんは、報・連・相
のそれぞれの意味・違い
を知っていますか？ 
 

-何気なく取り組む報連相
ではなく、意味の違いを
知ったうえで、適確な報
連相をしましょう。 

「報告」「連絡」「相談」の違いを説明せよ 

●ディスカッション 

重要な チームワーク 
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報連相のあり方 

チームワーク 

14 

明日の朝（出社時）を想定し、 
上司役に「本日の研修内容」を報連相せよ 

（コミュニケーションの基本にも留意すること） 

●ロールプレイ 

良く出来たところ 改善できるところ  
 
 

〇自分で感じたこと 

〇周囲からのコメント 

〇その他、気づいたことなど 

●フィードバック 

-報連相やコミュニケー
ションの基本を身に付け
る（自らに定着させる）
ために、左記のテーマで
ロールプレイをします。 
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報連相のあり方 

チームワーク 

15 

ある日の午後６時半、 
「あなたの一日の仕事」を報連相せよ 
（コミュニケーションの基本にも留意すること） 

●ロールプレイ 

良く出来たところ 改善できるところ  
 
 

〇自分で感じたこと 

〇周囲からのコメント 

〇その他、気づいたことなど 

●フィードバック 

-報連相やコミュニケー
ションの基本を身に付け
る（自らに定着させる）
ために、左記のテーマで
ロールプレイをします。 



考える力 

16 
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「問題」とは何か、視点を広くした問題発見 

考える力 

17 

問題とは、「あるべき姿（若しくは、ありたい姿、望ましい状態）」 
と「現状」のギャップのこと 

（論理学、ＱＣ等各種諸説より） 

現状 

あるべき姿 

ギ
ャ
ッ
プ 

問題設定 
「あるべき姿＝現状」：問題解決 

※問題の指摘に際しては、 
① あるべき姿（ありたい姿、望ましい状態）が説明できる 
② 現状を把握し、説明できる ことが必要 

思考・検討の開始 

-ここからは、考える力の
発揮が必要な「問題解
決」について理解するこ
ととします。 
 
 

-「問題」とは、「あるべ
き姿」と「現状」の
ギャップのことです。 

-よって問題の設定には、
あるべき姿と現状の両方
の説明を要します。 
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問題解決の思考プロセス 

 

考える力 

18 

あるべき姿・問題の設定にはじまり、 
原因の掘り下げ→解決策立案→評価→計画の順で考える 

解決策立案 

あるべき姿・問題の設定 
 
 

問題 

現状 

あるべき姿 

原因の掘り下げ 

計画 

A 

B 

C 

実行 

解決策評価 

（
優
先
順
位
付
け
） 

D 

E 

A 

B 

C 

D 

E 

評価軸 評価軸 

○ 
◎ 
△ 
○ 
◎ 

△ 
○ 
○ 
○ 
◎ 

-問題解決では、あるべき
姿・問題の設定→原因の
掘り下げ→解決策立案→
解決策評価→計画の順で
プロセスが構成させます。 
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広く、深い検討 

考える力 

19 

-問題解決にあたっては、
広く、深く考え、原因や
解決策を考えるようにし
ます。 

-広く、深く考える手法に
「ツリー」があります。 

-要素を広く、深く考えて
分ける場面、同じように
原因や解決策を考える場
面や、自分が言いたいこ
との理由を考える場面な
どで活用します。 

ランチの 
種類には？ 

外で食べる 
ランチの種類 

買ってきて食べる 
ランチの種類 

洋食系 

和食系 

中華系 

お弁当系 

パン系 

要素をツリーにする 
（例：ランチに何を食べようか？） 

お客様が 
怒った 
原因は？ 

商品の質 
が良くなかった 

接客態度 
が良くなかった 

料理 

ドリンク 

口のきき方 

笑顔のなさ 

原因をツリーにする 
（例：ある飲食店、 
    お客様が怒ったのはなぜ？） 

広
く 

深く 

広
く 

深く 

原因や解決策などをツリーで考えると広く・深い検討ができる 

（次ページにつづく） 
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広く、深い検討 

考える力 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-「言いたいことの理由」
とは、主張したいことを
肯定するためのメッセー
ジのことです。 

お客様を 
楽しませる 
には？ 

店員を通じて 

機器・備品 
を通じて 

トーク 

ビジュアル 

映像 

雑誌 

解決策をツリーにする 
（例：ある美容院、 
   お客様を楽しませるには？） 

広
く 

深く 

毎朝 
朝礼を 
しよう！ 

一体感が高まる 
から 

その日の予定を 
確認できるから 

みんなの 
元気がないから 

チームワークを 
忘れ気味だから 

ミーティングを 
忘れていた人がいたから 

前日の引継ぎが 
上手く行っていないから 

言いたいことの理由をツリーにする 
（例：こう思う、なぜならば・・・？） 

深く 

広
く 
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コンセプトと具体策の両立 

考える力 

21 

捉えた事柄を、一旦、広く、深く考えた上で、 
具体的なコンセプト、アイディア（具体策）を打ち出す 

●演習 

ダイエットしたい（痩せたい）成人男性のニーズが増えている 
（太ったという成人男性の悩み：問題が増えている） 

更に具体化し、どのようなビジネスチャンスがあるかを起案せよ 

成人男性の 
ニーズ： 
ダイエット 
するには？ 

他には・・？ 

初期のコンセプト：成人男性のダイエットビジネス 

＜考え方＞ 

具体化された 
新たなビジネスコンセプトの発見 

具体化された 
新たなビジネスコンセプトの発見 

–社会の動向などから広く
ニーズを捉えることは重
要なことです。 

–同時に、そのコンセプト
を抽象的なままにするの
ではなく、「より具体化
されたコンセプト」＝具
体策にすることも大切で
す。 

–ツリーの考え方で具体策
を導く方法を演習するこ
とにします。 

 
＜ビジネスチャンス＞ 



コミュニケーション力 

22 
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コミュニケーションとは（意味） 

 

 

 

 

 

 
 

コミュニケーションの目的 

 

コミュニケーション力 

23 

-コミュニケーションの意
味と目的を理解すること
からはじめましょう。 
 

-コミュニケーションの際
は、左記の意味・目的に
常に留意するようにしま
す。 
 

良い対人の原点は、 
コミュニケーションの意味と目的を理解することから 

コミュニケーションとは、 

情報やメッセージの伝達、 
またはその読解の過程を総称したもの 

（大辞林） 

自分の考えをわかりやすく相手に伝え、 
理解・納得してもらうこと 

及び、相手の行動を喚起すること 
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演習 

 

 

 

 

フィードバック 

コミュニケーション力 

24 

あなたが描いた絵と 
相手が同じ絵を描くように、 

わかりやすく伝えよ 

演習を通じて気づいたこと 

-効果的なコミュニケー
ションのあり方を理解す
るために、左記の演習に
取り組みます。 
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「伝達」や「プレゼンテーション」の基本構成：事前準備 

コミュニケーション力 

25 

「相手の悩み：ニーズ」と「プロフィール」を整理する 

（１）相手は誰か？キーパーソンは？ 
（２）相手の悩み：ニーズは何か？（ツリーによる整理） 

（３）相手が持つ知識・情報の程度は？ 
相手が知っていることを繰り返すと、「くどい説明」になり、ま
た、知らない言葉、概念があるのに説明を継続すると、相
手は聴くモチベーションを一気に落とすため。 

また、聴き手に示す情報（事実、データなどの根拠）の
優先順位を決めることに役立てる。 

（４）相手の年齢層や趣味などは？ 
事前に、相手の年齢層や、できれば趣味などについても把
握しておくと、例え話を引用する時などに便利。 

-「プレゼンテーション」
に限らず、「伝達」のい
かなる場面でも、相手の
悩み：ニーズを整理する
ことからはじめます。 

 

-また、相手に効果的・効
率的な文言が選択できる
よう、相手の持つ知識・
情報の程度や年齢層など
も事前整理しておきます。 

○話す前に整理するポイント 
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「伝達」や「プレゼンテーション」の基本構成：実際の場面 

コミュニケーション力 
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各論 １ 

総論や結論 

１．１ 

１．２ 

２．１ 

２．２ 

書くと同様にツリー、ピラミッド式にシナリオを描き、 
大項目（総論や結論）→中項目（各論）→・・・で話す 

話
す
順
番
（優
先
順
位
順
） 

・・・・・ 

背景 
目的・効果 

全体の概略・結論 

結論を肯定する理由 
（提案の場合） 

各論 ２ 

原因や解決策の要約 
（問題解決の場合） 

具体策や解決策を肯定する理由 
（問題解決の場合） 

理由を肯定する事実、データ 
（提案の場合） 

（例） 

-伝達する場合やプレゼン
テーションの実際の場面
では、ここでもツリーの
考え方を用いて、大項目
（総論や結論）→中項目
（各論）・・・の順で整
理し、活用します。 
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交渉の基本的な進め方 

コミュニケーション力 
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サマリー 
（伝えたい事柄） 

ディテイル 
① 

ディテイル 
② 

ディテイル 
③ 

サマリー 
（伝えたい事柄） 

【具体的な 
 事実、根拠】 

ポイント 
（伝えたい事柄） 

リーズン① リーズン② 

ポイント 
（伝えたい事柄） 

【理由の要約】 

イグザンプル 

イグザンプル 

イグザンプル 

イグザンプル 

【具体的な 
 事実、根拠】 

ＳＤＳ、ＰＲＥＰでコミュニケーションし、 
相手の悩み（ニーズ）に関係することから話す（優先順位） 

●ＳＤＳ 

●ＰＲＥＰ 

-交渉の際の話を構成する
方法に、SDSやPREPが
あります。 
 

-事前準備の時間がある時
は勿論、即時の場合でも
これらをイメージしなが
ら説明するようにします。 

-構造化する際は、相手の
悩み（ニーズ）に関係す
ることから順に話ができ
るよう、優先順位を決め
ておきます。 
 

-また、一方向に話を進め
るのではなく、段階毎
（ＳＤＳやＰＲＥＰの中
の「ディテイル」や
「リーズン」の区切り
毎）に質問し、相手の反
応を確かめます。 

相手の悩み（ニーズ）に 
関係する順に優先順位 

相手の悩み（ニーズ）に 
関係する順に優先順位 

ディテイル①、②、③・・毎に 
傾聴（質問）して 

相手の反応を確かめる 

リーズン①、②・・・毎に 
傾聴（質問）して 

相手の反応を確かめる 
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言語と非言語のコミュニケーション：非言語の活用 

コミュニケーション力 
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「非言語」で、相手の理解を促進すると同時に、 
自分の印象強化、人間関係強化を図る 

メラビアンの法則（３つのＶ） 

-アルバート・メラビアン
の研究によるとコミュニ
ケーションには重要な３
つの要素（3つのV）があ
り、それぞれの相手への
影響度は「VERVAL（話
の内容）が７％」、
「VISUAL：視覚的印象
面（態度、身振り、手振
り、外見、視線等）が５
５％」、「VOICE：聴覚
的印象面（声の調子、高
低）が３８％」であると
しています。 
 

-伝達、対話では、３つの
Ｖ全てを駆使します。 

VERVAL 
  話の内容、言葉の意味 
 

VISUAL＝視覚的印象 
  見た目、身だしなみ、態度、 
          身振り、手振り、視線等 
 

VOICE  ＝聴覚的印象 
  声の高低、速さ、大きさ、テンポ 

・・・   ％ 

  
 

   ・・・   ％ 

  
 
 

・・・   ％ 
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コミュニケーション力・営業力強化のまとめ 
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スライドに示すテーマ「       」について、 
メッセージを伝え、合意を得よ 

‐コミュニケーション力の
本日のまとめとして、左
記のテーマのロールプレ
イで理解を深めます。 

●ロールプレイ 

良く出来たところ 改善できるところ  
 
 

〇自分で感じたこと 

〇周囲からのコメント 

〇その他、気づいたことなど 

●フィードバック 
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トレーナー・ファシリテーター紹介 
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都市銀行系クレジットカード会社で法務、財務部門勤務の後、外資系コンサルティング
ファーム、公認会計士系コンサルティングファームで組織・人事系コンサルティング及び各
種研修トレーナーを行う。現在は、組織・人事コンサルタント、マネジメント、思考スキル、
コミュニケーション等の研修トレーナーとして活動。 

研修の特徴 
学習上の理解のしやすさはもとより、討議や演習を通じた、「気づき」と「実
践への即効性」にも重点を置き、レクチャーに併せて、演習、フィードバック、
交流促進により学習効果を高める手法を展開する。 
また、問題解決、戦略思考等研修では、コンサルティングの経験を活用し、
各企業様の戦略やビジネス課題と直結した研修を行い、演習ケースの多
くは、講師がコンサルティングの事例をもとに開発されたものを活用する。 
 

主な実績企業様 
（ワークショップ・ファシリテーション実績含む） 
●日本能率協会様（公開セミナー） 
●日立技術研修所様（日立グループ全般研修機関） 
●第一生命保険様 ●新日鉱ホールディングス様 ●日本ＩＢＭ様 
●日本ユニシス様 ●住友スリーエム様 ●東京スター銀行様 
●ファミリーマート様 ●丸井様 ●東洋インキ様 
●東急グループ様 ●ダイエー様 ●ベネッセ様 ●アシックス様 
●三井物産グループ様 
●日本美容専門学校様（美容経営学） 
●東京都市大学様（キャリアデザインセミナー） 
                                   等 他多数 

活動分野 
＜トレーナー実績＞ 
ロジカルシンキング、問題解決、ファシリテーション、プレゼンテーション、営
業力、交渉力等コミュニケーション・思考スキル研修トレーナー 
リーダーシップ開発・マネジメント研修、考課者トレーニング等 各種階層
別研修トレーナー  
他、各企業様への能力開発体系の策定、Ｅラーニング導入コンサルティ
ング・コンテンツ開発等 
 
＜コンサルティング実績＞ 
経営・事業・マーケティング等戦略立案コンサルティング、ビジネスプロセス
改善コンサルティング、営業力・販売力、顧客満足向上コンサルティング
、組織設計・人事制度構築コンサルティング、コンピテンシーの作成、業
績管理手法導入コンサルティング、ＩＴシステム改善コンサルティング 
等 

ヒューマンマネージコンサルティング株式会社  代表取締役 

 人材総合コンサルタント 研修トレーナー 眞下 仁（ましもひとし） 


