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【コミュニケーション系】

・チーム活動力を高めるリーダーシップの築き方

・聴き手の行動変化につながるプレゼンテーション力

・読み手の理解を深めるビジネス文書作成

・合意形成が生まれるネゴシエーション術

【コンセプチャル・クリエイティブ系】

・ビジョンメイキングと戦略立案の基軸づくり

・タイムマネジメントによる業務活動推進力の向上

・問題解決に役立つロジカルシンキングの活用

・アイデア発想から企画提案力の養成

平 田 幸 一
1961年1月14日 大阪府 出身

ハーマンモデル・ファシリテータ

Disc公認インストラクター

奈良ソムリエ１級

専門領域

講師としての特徴

人材教育、研修セミナーの企画～講師、講演

描けて、書けて、語れて、創れる ラーニング・クリエーター！

【描ける】 イラスト満載の視覚化を徹底し、楽しくてわかりやすい講義スタイル

・コンクール入選の画力を駆使して、受講者の脳裏に残るファシリテーションを行う

・イラストや図解によって受講者の興味を誘い、親しみやすさで講義への集中力を高める

【書ける】 プロが認める表現力で、物語性ある研修カリキュラムの提供

・推理小説文学賞最終候補の作者として、適確な文章表現と論理性で講義を進める

・商業出版としての著作や監修経験により、幅広い知識と具体的な情報を提供する

【語れる】 様々な対象を楽しませる"笑い"を絶やさないステージスキル

・国立大学の講師や女性向けセミナー開催などで現在も活躍し、企業研修以外の

対象者からも高い評価を得ている

・ユーモアの中で豊富な事例や比喩を用いて、受講者に笑顔を与えながら、学習

効果の向上を実践する

【創れる】 企業ニーズに合致した研修プログラム構築から、アセスメントツールの開発

・商品企画業務経験から、創造力や提案力アップに向けた実践的ノウハウを提供する

・大脳生理学における自己分析＆他者理解のツール開発を行い、研修カリキュラムへと活用する

・企業の業態・業種にあったケース課題の作成など、顧客要求を組み入れたプログラム開発を行う

視覚的でわかりやすい板書

著 作 ・ 監 修

講演風景 セミナーのWebリリース

アセスメントツール「B RA IN」



ビジネスドメイン

「アドバイザリーから実践に向けたコンサルティング活動」 組織力

を高めるゴールセッティングやその実現へのアドバイザリー、

人材育成に向けた教育体系の企画立案など、具体的なメソッド

を用いて総合的に支援いたします 。

研修プログラム（一例）

・経営活動、マーケティング等の戦略立案研修

・プロジェクト・マネジメントの設計と活動研修

・チームビルディング、リーダーシップの実践研修

・ロジカルシンキングおよび問題解決力向上研修

・論理的プレゼンテーション、ネゴシエーションスキル研修

・文章力アップ、図解を用いたドキュメンテーション能力養成研修

イベント・一般向けセミナー

・デスクスタイリスト養成講座（（株）サンケイリビング新聞社主催）

・８つの脳を使えばアノ人とうまくいく（（株）エキサイト主催）

・利き脳診断で自分発見！（朝EXPO in Marunouchi 実行委員会主催）

・８つの脳を使えばアナタ自身が輝き出す（（株）エキサイト主催）

・職場・人生のパートナーに効果的な【８つの利き脳】の使い方（当社

主催）

・利き脳で探る、あなたのロハスアイテム（LOHAS WORLD主催）

ハーマンモデル理論をベースとした思考スタイルの分析

ツールを各種開発し、それを用いたセミナーを開催してい

ます。

ラーニングクリエータの平田幸一が、ビジネスの範疇に留

まらないコンシューマ向けの書籍出版やキャラクター制作

など、多彩なクリエイティブ活動を実践しています。

「すごいPowerPoint2003」（インプレス）：監修

「営業支援ツール導入ガイド」（工学社）：共著

「目からウロコのプレゼンの技」（Microsoft）：小冊子

「ｅボンバー」（バディライヴ）：電子書籍

「紳士と呼ばないで」（京阪奈情報教育出版）： コミック

得意分野

◆人材教育、各種研修企画～講師、講演 ◆経営戦略～情報化戦略策定、ビジネスプラン作成

・ 経営活動、マーケティング等の戦略立案研修 ◆人材育成プランニング～教育体系・キャリアデザイン作成

・ プロジェクト・マネジメントの設計と活動研修 ◆執筆活動、企画提におけるドキュメンテーション作成

・ チームビルディング、リーダーシップの実践研修

・ ロジカルシンキングおよび問題解決力向上研修

・ 論理的プレゼンテーション、ネゴシエーションスキル研修

・ 文章力アップ、図解を用いたドキュメンテーション能力養成研修

著作・執筆



研修の狙い

・ 組織を取り巻く環境変化への分析手法の理解と重要成功要因立案への展開

・ 企業経営を支えるアカウンティングの基本知識の学習

・ 企業活動としての理念からビジョン構築、戦略策定から戦術実行へのビジネス視点の拡大

・ 経営ビジョン達成に向けた業務活動の具体化

本研修では、企業成長をめざした経営ビジョンに通じる組織目標を捉えた上で、日常の業務活動における

戦略的視点の養成とその実行方法を学習します。管理職として必要な戦略的視点の育成により、自らの

業務活動を組織成果へ反映する実践的メソッドを身に付けていきます。

１日目（プログラム内容）

★オリエンテーション

・研修のコンセプトと進め方

１．戦略型リーダーとして求められる役割

・企業経営における二つのソリューション

・自立型個人としての自己変革へのアプローチ

２．企業成長に向けた全体視点の築き方

・企業理念から経営戦略化への考え方

・経営戦略を機能分解し、戦術立案へのプロセス

３．自部門における戦略課題の具体化

・上位方針と照らし合わせたあるべき姿のとらえ方

・ＣＳＦ（重要成功要因）の策定と表現方法

４．戦略から戦術への落とし込み方

・バランススコアをベースとした視点の切り替え

・目標達成に向けた具体的な行動計画立案

〔個人演習〕自部門を想定したSWOT分析の実施

〔グループ演習〕グループによるクロスSWOT分析

によるＣＳＦ（重要成功要因）策定

〔グループ演習〕上位方針達成につながる

戦略目標設定シートの作成

２日目（プログラム内容）

５．戦術課題実行のプロセス

・目標達成に向けた具体的な行動計画立案

・対策立案とその評価

・行動計画の成果の特定とリスクへの対処

６．財務戦略の目的と戦略化

・財務会計と管理会計による企業会計

・財務諸表の読み方とその役割

・収益性と安全性の分析

・経営分析による財務戦略の構想化

７．管理職としての戦略的視点の養成

・経営分析結果に基づいた戦略目標設定の修正

・管理職としての戦略実行に向けた自己成長プラン

★全体まとめ

・研修の振り返りと講評

〔個人演習〕自職場の目標達成に向けた課題テーマ

の設定とアクションプラン設計

〔個人演習〕自社および同業他社の経営分析

〔グループ演習〕グループによる経営分析のまとめ

〔発 表〕 戦略的観点から捉えた

アクションプラン設計書の発表～質疑応答

目的・進め方

目的・進め方

企業活動全体像を理解し、その重要なポジションに自らが

存在する事実を認識しておく。

演習を通して、フレームワーク思考による環境分析を行い

自社の進むべき戦略を設計する。企業の置かれる状況を

グループワークで認識を深める。

重要成功要因を達成するために業務活動とのマッチング

を図る。

企業活動の結果として表れる経営数値を読む力を備え、

ビジネスリーダーとして経営を語る力を養成する。

戦略的な視点でビジネス活動へ展開していくプランを組み

立て、自らの言葉で発信する。

ビジョンメイキングと戦略立案の基軸づくり ２日コース



研修の狙い

・ 優先順位の決め方と主体的な実践姿勢の構築

・ 時間管理におけるリスクへの対処とトラブル対策

・ タイムマネジメントに関する効果の理解と自らの意思形成

・ 業務活動における効果的な計画立案の手法

時間的制約の中で成果を生み出すビジネス活動には、効率的な時間管理とその実践が求められます。

本研修では、時間対効果の観点から、自らの仕事に対する重要度や主体的関与を通じ、業務設計力の養成

をはかっていきます。

１日目（プログラム内容）

★オリエンテーション

・研修のコンセプトと進め方

１．業務活動と時間との関係性

・時間の浪費内容とその傾向

・時間管理における自己実現の考え方

・セルフチェックによる業務時間の経過状況

２．業務活動における現状分析

・時間の浪費内容とその傾向

・達成イメージの具体化と全体像の創出

・活動内容における優先順位の付け方

３．効果的なタイムマネジメントの方法

・タイムマネジメントから得られる効果性の具体化

・ウィークリー単位での時間管理ポイント

〔個人演習〕時間管理におけるコンセンサスシートの記入

〔グループ演習〕業務活動での浪費傾向の分析と対策

〔グループ演習〕業務プライオリティシートの作成と

改善策の立案

２日目（プログラム内容）

４．作業分解によるタイムマネジメント

・業務目標に向けたアクション・プランの設計

・作業分解からスケジュール化へのプロセス

・ガントチャートによるスケジュール立案と管理

５．タスクで見た時間管理とリスク分析

・時間管理を軸にした作業記述書の作成ポイント

・リスク・マネジメントとしての未然防止と発生時対策

・リスク要因から発生確率・発生影響の割り出し

・リスク原因の分析とトリガー・ポイントの特定

★全体まとめ

・研修の振り返りと講評

〔グループ演習〕ワーキング・マネジメント・シートの作成

〔グループ演習〕リスク対策を含めた作業記述書の作成

目的・進め方

目的・進め方

タイムマネジメントの定義を再確認し、自らの業務活動に

おける時間的観点をつかむ。

自らの業務活動において、時間の使い方の傾向を知り、

改善点を考える。努力すべき目標と業務の背景として認

識しておくポイントを切り分ける。

業務活動におけるゴール到達への全体設計力を養い、期

限内で求められる成果を生みだすアプローチ方法を学ぶ。

計画の中に潜むリスクを特定し、事前にチェックするポイ

ントを設定することで、より素早い対策を実施できるよう障

害に備えておく。

タイムマネジメントによる業務活動推進力の向上 ２日コース



研修の狙い

・ ロジカルな思考メソッド（フレームワーク思考）の習得

・ 解決テーマの具体的行動への落とし込みと論理的検証

・ ゼロベース思考による発想～仮説力の養成

・ 現状分析～問題解決に向けた論理アプローチの理解

自らの業務活動における問題を解消し、さらなる価値創造に取り組めるビジネスパーソンが求められる現在、

本研修では自立型個人として必要な、業務活動における問題を適切に抽出し構造化した上で、その解決策を

論理的な思考からまとめ上げる実践的な問題解決スキルの向上をめざします。

１日目（プログラム内容）

★オリエンテーション

・研修のコンセプトと進め方

１．論理表現のポイント

・ビジネスにおける論理思考の必要性

・感覚表現、状態表現、行動表現の理解

・PREP法を用いたロジカルなストーリー展開

２．論理思考への変革

・ゼロベース思考による発想術

・演繹法と帰納法による論理展開

・「モレなくダブリなく」を生むMECE

３．フレームワーク思考による論理の整理

・論理的な思考ツールとしての種類と特徴

・プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントによる

マッピングの方法

〔個人演習〕例題文書による論理展開の実施

〔グループ演習〕演繹法と帰納法の例文づくり

ロジックツリーの作成

〔グループ演習〕フレームワーク思考による親和図の作成

２日目（プログラム内容）

４．問題解決のロジカルアプローチ

・ロジカル・シンキングをベースにした問題解決の手法

・問題を捉える視点の築き方

・問題解決のフレームワーク

・問題解決の手順と発見方法

・氷山で理解する問題の論理構造

・カード式ブレインストーミングによる事実の捉え方

ロジック・ツリーによる論理検証と提案設計

・問題の真因の特定とその解決策の仮説化

・具体的な対策立案とその可能性のチェック

・ロジック・ツリーを用いた提案設計

・聴き手の理解と納得を生みだす論理的な説明

★全体まとめ

・研修の振り返りと講評

〔グループ演習〕ケース課題の問題の特定と

問題構造化マップの作成

〔グループ演習〕課題設定＆解決策の作成

〔グループ演習〕課題達成に向けた提案→ 質疑応答

目的・進め方

目的・進め方

他者の理解と納得を生む論理性の必要性を、業務活動の

観点から再認識する。文章表現における論理性の確認な

ど、ロジカルな視点を養う。

発散思考と収束思考を学び、その活用を演習にて実践す

る。あらためて物事を考えていく頭のストレッチを、フレー

ムワーク思考などから様々に取り組んでいく。

業務活動で直面する問題をケース課題として、集団発想

を実施する。まずは問題意識を高め、具体的な客観的事

実を問題の現象として捉え、それらをマッピングしながら

相関性をまとめていく。

問題の真因を特定し、めざす価値と組み合わせて、課題

テーマへと表現していく。その実現に向けたアイデアや工

夫を考え、必ず得られる変化イメージを設定する。

問題解決に役立つロジカルシンキングの活用 ２日コース

解決策が実質的に問題を解消していくのかを論理検証する。



研修の狙い

・ 柔軟な発想展開を実現する手法やツールの活用

・ 成果を見出すアイデア評価のポイント把握

・ アイデア発想の効果につながるモノの見方や考え方の構築

・ ビジネスでの価値創造を生む提案型プレゼンテーション能力の養成

本研修では、ビジネス活動で重要視される「創造力」を高めるために、アイデア発想の基本的な思考スタンス

と具体的な発想技法を学びます。研修受講におけるヒューマンスキルの強化によって、日頃の企画業務を効

率的・効果的に行える実践力へとつなげます。

１日目（プログラム内容）

★オリエンテーション

・研修のコンセプトと進め方

１．創造力開発の基本スタンス

・ゼロベース思考への切り替え

・発散思考によるブレインストーミング

・収束思考に役立つ演繹法と帰納法

２．アイデア発想での主な手法

・連想、類比、組み合わせによる手法の使い方

・個人、集団での発想方法の違い

・アイデア評価のポイント

〔グループ演習〕 「理想のオフィスづくり」を企画課題として

グループ発想の実施

〔個人演習〕 焦点法と逆設定法を用いた課題への

取り組み

〔グループ演習〕 アイデア発想の多面評価の

２日目（プログラム内容）

３．新商品・サービス企画に向けたアイデア発想の実践

（調査・分析）

・ターゲットにおけるニーズ分析

・自社リソースの体系化とターゲット・ニーズとのマッチング

４．新商品・サービス企画を具体化するアイデア発想の実践

・発想手法を活用しながら、演習テーマの推進

・アイデアを実施レベルに落とし込む表現力

・全体的に視点を拡げたアイデア論理の検証

５．提案型プレゼンテーションで成功する企画の具現化

・相手の理解・納得につながるPREP法の活用

・アイデアを表現する論理図解の基礎

★全体まとめ

・研修の振り返りと講評

〔グループ演習〕 『新商品・サービスの企画・提案』分析

→ マッピング手法による企画テーマの特定

→ カード式ブレインストーミングによるリソース分析

〔グループ演習〕 『新商品・サービスの企画・提案』発想

→ カード式ブレインストーミングによるリソース分析

→ マッピング手法による企画テーマの特定

→ 企画テーマ実現に向けたアクションプランの発想

→ 論理性、実現可能性、新奇性から見たアイデア評価

〔グループ演習〕 『新商品・サービスの企画・提案』プレゼン

→ 提案型プレゼンテーションの設計シート作成

→ 提案評価シートによる第三者チェック

目的・進め方

目的・進め方

アイデア発想とは、全く新しい物事を生みだす行為ではな

く、あくまでも思考の枠を拡げて、ビジネス上の価値を求

める取り組みとして、ビジネスパーソンにとって必要なスキ

ルであることを理解してもらう。

受講生には様々な演習において、ブレインライティングな

どの発想ツールを用いながら、自由なアイデア創造を実

践してもらう。

アイデア発想から企画提案力の養成 ２日コース



研修の狙い

・ メンバーの活力を引き出すリーダーとしての役割理解

・ メンバーのモチベーション管理とメンタルヘルスへの対処

・ 組織におけるチームビジョンの構築と視点の拡大

・ リーダーとしての意志の形成と、総合的なコミュニケーション能力の向上

本研修では、組織におけるビジネスリーダーの立場で、組織目標達成に向けたチーム活動をマネジメントし、

併せて部下やメンバーの主体的参画意識を高めるリーダーシップ・スキルを養うことで、効果的な組織運営が

実践できるビジネス総合力を身につけます。

１日目（プログラム内容）

★オリエンテーション

・研修のコンセプトと進め方

１．ビジネスリーダーとして求められる役割の認識

・上位方針につながるチームビジョンの持ち方

・自立＆自律型個人としての飛躍

２．アセスメントツールによる自己観照

・ＥＱ～DiSC、ハーマンモデルなどを用いた自己分析

（セルフチェックによる個人的特性分析）

３．モチベーション・マネジメントで生まれるポジティブ思考

・モチベーション向上への具体的なアプローチ

・モチベーション・マネージャーとしての存在価値

４．リーダーシップスキルの構造と高め方

・リーダーシップ・スタイルの自己認識

・リーダーシップと部門体質との関連性

〔個人演習〕 分析結果シートの自己分析

〔グループ演習〕 「モチベーション形成」への考察

〔グループ演習〕優れたリーダー像の設計（心・技・体）

２日目（プログラム内容）

４．チームビルディングを築くメンバーシップの醸成

・メンバーシップを発揮する要素

・他者分析の方法と実践

・相手の思考スタイルに合わせた表現の工夫

・効果的なコミュニケーション技法 （視線、発声、身振り）

・ペーシング、アクティブリスニング、チャンクダウンを用いた

コミュニケーションの技術

５．リーダーとして理解するべきメンタルヘルス

・職場に潜むストレスとその発生パターン

・心の病を引き起こす原因への対処方法

★全体まとめ

・研修の振り返りと講評

〔グループ演習〕主要メンバーの特性分析

～対応方法の検討

〔グループ演習〕状況に応じたメンバー指導の

ロールプレイング

〔グループ演習〕ストレス・サインのチェックと対応策

目的・進め方

目的・進め方

チーム活動の基軸を意識して、チーム全体を成長させて

いく立場を自覚し、リーダーとしての自らのパーソナリティ

を客観的に認識する。（各種アセスメントツールの活用）

自らの強みを伸ばし、弱みを克服しながら、チーム内にお

けるリーダーとしての立場を、メンバーのモチベーション管

理の観点から認識を高める。

部下やメンバーの特性を想定したコミュニケーションの組

み立てを、実践してみる。

コーチング技術を活用し、リーダーとして相手との関係性

を高めるコミュニケーションスキルを高める。

チーム活動力を高めるリーダーシップの築き方 ２日コース

自らが得意とするリーダーシップスタイルを分析して、効果

的なチーム運営をめざす。

業務活動の中で発生する部下やメンバーのストレスを察

知し、その理解と対処を学ぶ。



研修の狙い

・ 論理的でわかりやすいプレゼンテーション・ストーリーの構築

・ プレゼンテーションを成功に結びつけるパーソナリティの向上

・ 相手の意向を捉えて、自分自身の意志を明確に伝える説明技術

・ 視覚的な表現で向上するプレゼン資料（パワーポイント）の制作技法

ビジネス活動では、自らの意思や考えを基にして、相手の行動変化を求める場面が多くあります。

本研修では、実践的なプレゼンテーション技法の取得によって、表現力をアップし、意思伝達スキルと総合的

なコミュニケーション能力の向上をめざします。

１日目（プログラム内容）

★オリエンテーション

・研修のコンセプトと進め方

１．ビジネス活動におけるプレゼンテーションのスキル

・コミュニケーションの５つのスキル

・プレゼンテーションに必要なマインドとテクニック

・プレゼンテーション成功の３要素

２．効果的な自己紹介の方法

・第一印象の高め方

・プレゼンテーション・スタート時の失敗例

３．プレゼンテーションの基本テクニック

・基本的な姿勢や態度

・発声方法と抑揚のつけ方

・視点の動かし方とボディ・ランゲージの活用

・質問による聞き手へのストローク

〔個人演習〕プレゼン・コンセンサスシートの記入→ 発表

〔個人演習〕ケース課題によるプレゼンテーションの実施

→ 自己評価、他者コメント、講師コメント

２日目（プログラム内容）

４．プレゼンテーションの設計とツールの活用

・「結承転提」に即したストーリーの立案

・プレゼンテーション設計シートの作成

・パワーポイントを使ったプレゼンテーション効果

・パワーポイントでのスライド資料作りの技法

プレゼンテーション実施に向けた準備と評価軸

・ビジネス活動における話し方・表現のポイントの再確認

・リハーサルの重要性

・プレゼンテーションの評価となるポイント

★全体まとめ

・研修の振り返りと講評

〔個人演習〕ケース課題におけるプレゼンテーションの設計

とプレゼンシートの作成

〔個人演習〕ＶＴＲを用いたプレゼンテーションの実施

→ ＶＴＲ再生による自己評価、講師コメント

目的・進め方

目的・進め方

プレゼンテーションに対する認識を、講義前に確認。併せ

て、受講者からの発表で現時点でのスキルを観察する。

プレゼンテーションの基本的姿勢を再確認しながら、想定

するテーマに対して自らの考えをまとめて、聴き手を意識

したコミュニケーションを試みる。あくまでもプレゼンテー

ションの主体は、自分自身であることを認識する。

プレゼンテーション設計を構造的に行い、そのプレゼン

シートを作成する。パワーポイントまたは手書きにて、効

果的なスライド資料を作る。

自らのプレゼンテーション実施を、客観的に確認するため、

ＶＴＲなどの撮影機材を用いて、自己評価する。自覚でき

ない改善点を把握し、さらなるプレゼンテーションスキルの

向上をめざす。また、他者を評価する眼を鍛え、自らのプ

レゼンテーションへ活かしていく。

聴き手の行動変化につながるプレゼンテーション力 ２日コース



研修の狙い

・ 文章作成の準備と文案構成、推敲の着眼点

・ 論理図解を用いた表現レベルの向上

・ 自分の考えを明確に伝えるための文意（テーマ）の構想化

・ 読みやすさ、正確さ、客観性を用いた文章作成のテクニック

電子メールなどの情報ツールによって手軽に文章を書く機会が増えており、その伝達能力が問われています。

本研修では、自分自身の意思を適確に伝達できる文章の作り方、イメージ表現を高める図解の用い方を学び、

読み手への理解から納得を得るビジネス・ドキュメンテーションの作成能力を育成します。

１日目（プログラム内容）

★オリエンテーション

・研修のコンセプトと進め方

１．ビジネス・ドキュメンテーションの特性

・ドキュメンテーションの構成手法

・社内文書と社外文書の種類と内容

・よい文章と悪い文章における特質の認識

２．文章作成のプロセス

・文意と文案の構成方法

・PREP法を用いた読み手の納得につながるプロットづくり

・推敲のための文章チェックの留意点

３．論理的文章作成の技法

・事実レベルの表現視点（５W２Hを用いた表現文法）

・件名、タイトルの表現ポイント

・箇条書きによる伝達効果

・文中の修飾語や漢字の扱い方

〔個人演習〕例題文章の構成チェック～発表

〔グループ演習〕読みやすさに徹した文章修正

正確な文章表現の問題～回答

〔個人演習〕ケースを元にした報告文の作成～検証

２日目（プログラム内容）

４．目的に見合った文章作成スキルのレベルアップ

・さまざまな読み手の視点に立った文章作りの基本

・ドキュメンテーションの目的に合わせた文書化への展開

５．あらゆるビジネスシーンにおける文章作成のポイント

・電子メールを作成するに当たっての留意点

・伝言文における必要項目の確認

・敬語の使い方と誤用の正し方

６．文章を図解表現へ高めていくテクニック

・ビジュアルドキュメンテーションの体系

・表の作り方と効果的なグラフの使い方

・論理図解の種類とその表現方法

★全体まとめ

・研修の振り返りと講評

〔個人演習〕サンプル・メール文における文章チェック

〔個人演習〕図解表現を盛り込んだ企画提案書の制作

目的・進め方

目的・進め方

ビジネス文書を作成する中で、陥りがちなポイントを例題

を添削しながら、その傾向を理解する。

書き手から読み手へ視点を切り替える力をつける。

それによって、読みやすさや正確さ、そして客観性ある文

章力を身につける。

ビジネス文書の中でもその活用頻度の高いメール文にあ

りがちな問題を認識し、対処できるよう力をつける。

視覚化されたドキュメンテーションとなる表現スキルを養い、

多くの情報をわかりやすく、さらには印象深く伝えるための

図解作成技術を学ぶ。演習ではサンプル提案書を作成し

ながら、その活用術の理解を高める。

読み手の理解を深めるビジネス文書作成 ２日コース

文章作成における具体的なテクニックを理解し、自らの報

告書へ活用できるよう演習を通して学習する。



研修の狙い

・ 建設的合意を導くシナリオ・プランニングの方法

・ 議事録による合議と未決の特定と、次回交渉への実施レベルの共有化

・ 交渉活動における構造化～立案力の養成

・ 合意、妥結を促進するコミュニケーション・スキルの活用

本研修では、ビジネス活動において必要な「条件交渉」を、演習による実践を通して理解します。

立場やニーズの異なる当事者がそれぞれの目的達成のために、相互の信頼をベースにした意見や情報交換

を行いながら、合意に至るプロセスを構造的に学習します。

１日目（プログラム内容）

★オリエンテーション

・研修のコンセプトと進め方

１．ビジネス交渉スキルの必要性

・コミュニケーションスキルにおけるネゴシエーションの位置

・ビジネス活動におけるネゴシエーションの考え方

２．交渉活動の基本概念

・交渉の種類と望ましい行動

・対人交渉における姿勢

・合理的な交渉の妨げとなる心理バイアス

３．交渉におけるコンセプトづくり

・合意到達のコンセプトとデシジョンツリーの作り方

〔グループ演習〕交渉ゲーム：アメちゃんの分配

〔グループ演習〕分配型交渉のケース演習

〔グループ演習〕三者間交渉のケース演習

２日目（プログラム内容）

４．交渉成果を高めるための、コミュニケーションスキル

・ハーマンモデルによるコミュニケーションスタイルの理解

・交渉相手に向けたOKアクションとNGアクション

５．交渉シナリオとしての戦略と戦術

・シナリオドライバーの設計と選択

・交渉プロセスのとらえ方と成功への要点

６．実際の交渉場面における心構え

・議事録の重要性

・交渉後のフォロー体制

★全体まとめ

・研修の振り返りと講評

〔グループ演習〕交渉相手のコミュニケーション分析

〔グループ演習〕

『プロジェクト推進の変更および状況変化への対応』

→ 交渉の準備：シナリオの作成

→ 第１回目の交渉開始：振り返り

→ 第２回目の交渉開始：振り返りシート作成

→ 結果発表

目的・進め方

目的・進め方

単純に３人で２個のビー玉を分け合う。その中で、どのよう

な話し合いがもたれたかを認識し合い、交渉の基本構造

を理解してもらう。

中古自動車の売買を通して、分配型交渉を経験する。

アンカリング、フレーミング、リフレーミングによる交渉の進

め方を意識する。

交渉相手のコミュニケーションスタイルを理解し、交渉プロ

セスを設計する。

交渉相手を問題解決のパートナーと捉え、お互い満足行く

交渉を設計していく。双方向なコミュニケーションを進めて

いき、適切な合意形成を試みる。

合意形成が生まれるネゴシエーション術 ２日コース

さらに複雑な三者間交渉を、チケット購入の交渉として実

施してもらう。それぞれが満足する結果を導き出す。


