５章

コミュニケーション・スキル

TFU リエゾンゼミ・ナビ 『学びとの出会い』

１．コミュニケーションの基本を知ろう
１

コミュニケーショて何？

コミュニケーションの語源は、ラテン語の Communicare（共有する、分
かち合う）で、２人以上の人間同士が意思や感情、情報などを相手に正し
く伝え、相手から誤りなく受け取り、共有することです。
私たちが必要とするコミュニケーションは、言うまでもなく「人間対人
間の対人コミュニケーション」です。そして、コミュニケーションは話し
手と聞き手が相互にその役割を交替しながら、あるいは同時に話す・聞く
という役割を行いながら、進めていくものです。
コミュニケーションは、キャッチボールに例えられます。相手の受け取
りやすいタイミングで、受け取りやすい場所にボールを投げ、受信者は、
そのボールを脚色せずに、そのままキャッチする。そして今度は、発信者
としてボールを投げ返す行為です。
私たちは投げることばかりに関心を向けがちですが、キャッチすること
も投げることと同様に重要であることを意識しなければなりません。

２

コミュニケーションの目的は？

私たちがコミュニケーションをとるあるいは図るというとき、そこには
以下のような目的があると考えられます。いずれも分かり合う（分かち
合う）ということがあるのではないでしょうか。
①人間関係をつくる・・・会話やあいさつ
②情報を伝達する ・・・説明や報告
③協力してもらう ・・・依頼や説得
④受容・共感

３

・・・励ましや慰め

コミュニケーションの方法・手段

〔１〕言語コミュニケーション（Verbal Communication）
 「言葉」で意思、感情、思考などの情報を伝える
 文章・文字を使って行う「書く」という手段

【代表的な言語コミュニケーションの種類】
●話し言葉

●書き言葉（文章・メモ・文書）
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〔２〕非言語コミュニケーション（Non-Verbal Communication：NVC）


ジェスチャーや合図、しぐさや態度といった言語以外のコミュニケーション手段が言語と
合わさって、あるいは独立して（言語に代わる役割として）使われる。
【代表的な非言語コミュニケーションの種類】
●身体動作：しぐさ、ジェスチャーなどの身体や手足の動き、顔面表情、姿勢、
どうこう

目の動き（まばたき、視線の方向、凝視の長さ、瞳孔の広がりなど）
●身体特徴：身長、体重、体型、体臭や口臭、皮膚の色、髪型
●接触行動：撫でる、打つ、叩く、握手、抱く、押す、引っ張る
●擬似言語：声量、ピッチ、スピード、声の質、発言、明瞭性、くちごもり
●距

離 ：相手との距離のとり方、座席の取り方、個人的空間

●人工品 ：服装、香水、メガネ、化粧、靴、腕時計、アクセサリーなどの装身具
●環境要因：音楽、建築様式、インテリア、照明、温度

〔３〕まとめると
コミュニケーションとは、意思、感情、思考などの情報を、言語や身振り手振り、表情などの方
法・手段を用いてお互いに伝え合う状況をいいます。
１．話す

⇒ こちらの意思を伝達する

２．聴く

⇒ 相手の意図を知る、また確認する

３．見る

⇒ 情報のインプット

４．読む

⇒ 情報のインプット確認

５．感じる ⇒ 上記以外の五感。嗅覚、味覚、触覚など

４

コミュニケーションがうまくいかない原因

≪ワーク＆事例集≫ コミュニケーションがうまくいかない原因を考えてみよう。

一方的にしゃべりすぎる（誤解）

勉強不足（知識）

独りよがり（偏見）

TPO

守ろうとしすぎる（防衛）

時間

Time

好き勝手（感情）

場所

Place

印象に左右される（錯覚）

場面

Occasion（機会・根拠・理由）

思い込み、偏った考え方（主観）



思い込み（先入観）
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５

効果的なコミュニケーションとは？

より効果的なコミュニケーションを図るため、以下のことを心がけてみ
ましょう。
①訊ねること

⇒ わからないことは必ず聞くこと

②話すこと

⇒ 一人では悩まないこと、人を選ぶこと

③聴くこと

⇒ 心で聴く、意図を知る、確認する

④理解すること ⇒ 意味・意図を知る、共感する（できる）

６
◆

コミュニケーションに必要な能力・力
相手から信頼される力

（１）自分自身を高める
 目的に当事者意識を持って取り組める力
 本質を探求する力
 物事をとことん考え抜き、自分なりの解決策や表現法を得る力
 自分の言葉で置きかえる（表現する）ことができる力
 プラス・ポジティブ思考（志向）
 諦めない強さと明るさを持ち続ける力
（２）相乗（シナジー）効果を高める
 誠実な姿勢
 自己中心でなく、かつ相手にも流されない
 お互いの共有の目的や意義を見出せる（理解）力
 意見が対立したときに、
「どちらが正しいか」ではなく、
「何が正
しいか」という客観的な視点にたてる力
 相手にヤル気を起こさせ、共有する時間や場の価値を高める力
◆

相互に理解し合う力
（１）ＰＤＣＡ（ＰＤＳ）
 整理する：会話全体の情報を整理・分類し、方向性を掴める力
 検証する：全体像を掴み、結論と思えることを相手に伝え、共に
検証できる力
 企画推進：失敗しないためのシナリオをつくる力
流れの時間を区切ってイメージしておくことができる
（２）聴く・訊く
●心で聴く力

●質問する力

●発見する力

→相手の話や伝えたいと思っていることを真に理解するために、ただ
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シナジー synergy
元来は、共力作用、協同を
意味する語。2 つ以上のも
の・人・事柄などが相互に
作用し合い、ひとつの効果
や機能を高めることをい
う。主に経営やビジネスの
分野で、経営戦略上の「シ
ナジー効果（経営の相乗効
果、企業活動の相乗効果）」
という意味で用いられて
きたが、次第に「相乗作用」
を意味するカタカナ語と
して一般化した。
PDCA（PDS）
マネジメントサイクルの 1
つ。計画（Plan）→実行（Do）
→ 評 価 （ Check ） → 改 善
（Act）の 4 段階を繰り返
すことによって、業務を継
続的に改善する手法。
PDS（Check→Act を一つ
にして、Plan→Do→See）
サイクルも PDCA サイク
ルとほぼ同義語で使われ
る。

話を聞くだけでなく、対話しながら頭を使って聴く力
聴くための基本は「受容」

話しやすい態度

①白紙の状態で聴く

①姿勢

②関心を持つ

②表情

③腰を折らない

③距離

④自分の考え（価値観）を押し付けない

④座る位置

⑤共感的に聴く

⑤視線

◆

次につながるコミュニケーション力
（１）必要な能力
●情報収集力…必要な情報を、使い道や求められる質を理解した上で
集めることができる。日常生活の中で物事に関心を持ち、自ら情報を
取り入れることが大切。
●共有する力(共感力)…他人の意見や感情を理解し、その人の立場に

社会人基礎力
「職場や地域社会で多様
な人々と仕事をしていく
ために必要な基礎的な力」
として、2006 年に経済産
業省が提言したもの。
3 つの能力（12 の能力要素）
に分けられている。
①「前に踏み出す力（アク
ション）
」
：
「主体性」
「働き
かけ力」
「実行力」
②「考え抜く力（シンキン
グ）
」
：
「課題発見力」
「計画
力」
「創造力」
③「チームで働く力（チー
ムワーク）
」
：
「発信力」
「傾
聴力」
「柔軟性」
「情況把握
力」
「規律性」
「ストレスコ
ントロール力」
経済産業省ホームページ：
http://www.meti.go.jp/poli
cy/kisoryoku/index.htm

立って物事を見ることができる。人それぞれの感性の違いを尊重し、
人を思いやることができる。
●提案する(できる)力…目標に向かって、自ら「ここに問題があり、
解決が必要だ」と提案できる。
［社会人基礎力：課題発見力］
（２）必要なスキル
●わかりやすい表現力

●発信力(メッセージ力)

●伝える力

→自分の意見をわかりやすく整理した上で、相手に理解してもらうよ
うに的確に伝えることができる。［社会人基礎力：発信力］

７

始まりはあいさつ

あいさつはコミュニケーションの第一歩。コミュニケーションはあいさ
つで始まり、あいさつで終わるものといえます。
≪ワーク＆事例集≫ あいさつの言葉を書いてみよう。
(１)日常的なあいさつ
朝起きたとき

おはようございます

家人の帰宅を迎えるとき

おかえりなさい

食事を取り始めるとき

いただきます

朝、人に会ったとき

おはようございます

食事を取り終わったとき

ごちそうさまでした

昼、人に会ったとき

こんにちは

自分が外出するとき

いってきます

夕、人に会ったとき

こんばんは、おばんです

家人の外出を見送るとき

いってらっしゃい

人と別れるとき

さようなら、失礼します

自分が帰宅したとき

ただいまかえりました

夜、寝るとき

おやすみなさい
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(２)非日常的なあいさつ
人に呼びかけるとき

すみません、恐れ入ります、もしもし

人を訪問するとき

ごめんください、おじゃまします、失礼します

人に訪問されたとき

いらっしゃいませ、ようこそ

初対面の人に会ったとき

はじめまして

人に物を尋ねるとき

恐れ入りますが

人に物を願うとき

恐れ入りますが、よろしければ、差し支えなければ

人に感謝するとき

ありがとうございます、恐縮です、ご恩は一生忘れません

人に物を贈られたとき

ありがとうございます、恐縮しております

人に謝るとき

申し訳ありません、失礼しました、ご迷惑をおかけしました

人から謝られたとき

気にしないで

人をねぎらうとき

おつかれさま

人に物を贈るとき

どうぞお納めください、ご笑納ください

人に食事を勧めるとき

どうぞ召し上がれ

食事を勧められたとき

お言葉に甘えて、ありがたく頂戴します

◆

返事「はい」の意味
あいさつがこちらからの働きかけなら、「返事」は相手からの働きかけに対するお返しの行為で
はい

はい

す。
「はい」という返事には、①『拝』
（認めます、尊敬します）
、②『配』
（気を配って聴きます）
、
はい

③『背』（責任を持って実行します）という意味が込められているのです。

図 あいさつの効果
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あいさつチェックリスト
あいさつは心を繋ぐかけ橋です。じょうずに活用できるようあいさつチェックをしましょう。
年

月

日

チェック項目
１

毎日、大きな声であいさつができていますか

２

今日、朝から何人の人にあいさつしましたか

ＹＥＳ／ＮＯ

友だち

人

先生

人

近所の人

人

家族

人

他

人

３

あいさつは自分から行いましたか

ＹＥＳ／ＮＯ

４

あいさつはＴＰＯに応じて行いましたか

ＹＥＳ／ＮＯ

５

あいさつは、お辞儀なども一緒に行いましたか

ＹＥＳ／ＮＯ

６

初対面の人にあいさつする機会はありましたか

ＹＥＳ／ＮＯ

初対面の人何人とあいさつしましたか

人

大きい声であいさつしましたか

ＹＥＳ／ＮＯ

あいさつは自分から行いましたか

ＹＥＳ／ＮＯ

あいさつは、お辞儀なども一緒に行いましたか

ＹＥＳ

ＮＯ

７

初対面の人に対してスムーズに話題に入れましたか

ＹＥＳ／ＮＯ

８

マジックフレーズ※1 をどこかで使いましたか

ＹＥＳ／ＮＯ

どんな言葉で→
どんな言葉で→
９

「はい」と大きな声で返事をしていますか

ＹＥＳ／ＮＯ

10

オアシス言葉※2 を使っていますか

ＹＥＳ／ＮＯ

11

あいさつをする際、敬語は意識して使っていますか

ＹＥＳ／ＮＯ

あいさつをしているときの気分を一言で言うと

※1

マジックフレーズ（魔法の成句）…あいさつの後に続ける言葉（第２のあいさつ）
（例）こんにちは。今日も天気がいいですね。

※2

オ ＝おはようございます、○
ア ＝ありがとうございます、○
シ ＝失礼します、
オアシス言葉…… ○
ス ＝すみません
○
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