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多くの企業で コミュニ ケーション研 修が行わ れています。 みなさん も受けら
れたことがお ありかも しれません。 コミュニ ケーション研 修といえ ば、その多
くがコミュニ ケーショ ンスキルを養 成するた めのものです 。いくつ かの基本的
なルールを身 につける ことでコミュ ニケーシ ョン力をアッ プするこ とができる
と考えられて いるので すね。か つて私が 勤め ていたセミナ ー会社で も、例え ば、
・相手からＹ ＥＳを引 き出すための 質問の仕 方
・お断りして も相手に 前向きな印象 を持って もらう方法
・効果的なあ いづちの うち方
なんていうモ ジュール もありました 。コミュ ニケーション 研修の多 くは、実戦
練習をしなが ら習得し て頂くので、 通常丸１ 日以上の長い 時間をか けて行われ
ます。
「相手によい 第一印象 をもってもら うために 」から始まり 、聞くス キル、話す
スキル。そし て応用編 として営業、 クレーム 対応、Ｅメー ルや電話 でのコミュ
ニケーション スキル、 プレゼンテー ションや インストラク ションス キルなどが
あります。
考えてみれ ば、ビジ ネスシーンの ほとんど は「伝える」 ことに関 連していま
す。お客様に 伝える。 会社の中で同 僚や上司 に伝える。社 会に伝え る。つまり
ビジネスの要 は「伝え る」こと。ビ ジネスと はコミュニケ ーション そのものの
わけです 。ですか ら、多 くの企業がこ うした研 修を取り入れ るのも頷 けますね。
けれど、コミ ュニケー ションにはス キルでは 習得できない 大切な側 面があり
ます。それは 、「マナ ーも含めてコ ミュニケ ーション」と いうこと です。マナ
ーとは、その根 底は、「相手に対する ホスピ タリ―マイン ド」だと 思うのです。
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人への気配り や思いや りですね。私 たちは、 自分の職業に 矛盾のな いマナーを
身につけたい ものです 。
その上で、自分だけ の 、
「私が 輝くコミ ュニ ケーションス キル」を 持ちたいです
ね。できれ ば、他の 人 より頭一つ分 でも二つ 分でも抜きん でて。出 会った人に 、
「またこの人 と会いた い。」
「 あなたと 仕事を 一緒にしたい 。」と 思 ってもらえる
ような。
そのためには 、まず基 本的なことを マスター する必要があ ります。 その上で、
自分の個性や カラーを 持って、自分 らしさを 発揮していく 。そんな スタイルを
確立していき たいもの です。自分独 自のコミ ュニケーショ ンスタイ ルを作り上
げていくとい うことで す。
みなさん 、「一流 と言 われる人は、 自分を向 上させるコツ を持って いる。」 と
いうようなこ とを聞い たことはあり ませんか ？
みなさんが、 今まで出 会った方々の こと思い 出してみてく ださい。
一流と言われ る人は、 その人独特の スタイル を持っている ような気 がしません
か？仕事にし てもコミ ュニケーショ ンの取り 方についても 。
スタートとし て、「自 分にとってコ ミュニケ ーションって なんだろ う」とい
うことをぜひ 考えてみ てください。
コミュニケー ションの スキルアップ をするス タート地点は 、「自分 らしいコ
ミュニケーシ ョンの姿 」「身につけ たいコミ ュニケーショ ンスキル 」を具体的
にイメージす ることで す。憧れの人 をロール モデルにして もいいで すね。コミ
ュニケーショ ンについ て不安や悩み はありま すか？もっと こんなふ うにできた
ら自分のフィ ールドが 拡がるのに… そんな思 いから、いき いきとビ ジネスシー
ンで人と交わ っている ご自分をイメ ージして みてください 。
お互いに理解 をし合っ て、協力し合 える関係 をたくさん作 っていく ことがで
きればきっと 楽しくて 幸福な人生で すよね。 人生の多くの 時間は仕 事をしてい
るわけなので すから。 相手を思いや る気持ち を忘れず、自 分の思い もしっかり
伝えられる。 そんな関 係から、前向 きでいい エネルギーが 生まれて くるように
思います。世 の中を明 るく元気にす るのは、 やっぱりコミ ュニケー ションの力
なのではない でしょう か。
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