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アサーティブ・リーダー研修
研修プログラム “JAMシリーズ”



2Ⓒ Hakuhodo Consulting

講師の紹介

楠本 和矢

HR Design Lab. 代表
兼 (株)博報堂コンサルティング 執行役員

大阪府立茨木高校、神戸大学経営学部卒。

丸紅株式会社で、新規事業開発業務を担当。

外資系ブランドコンサルティング会社を経て現職。

これまでコンサルティングプロジェクトの統括役として、クライアント企業に深くコミット

するアプローチのもと、多岐にわたるプロジェクトを担当。

現在は執行役員として、人材育成事業の統括、重点企業のプロジェクト統括、及び外部

企業とのアライアンス構築業務に携わる。

(人材育成業務について）

博報堂／博報堂グループ内において、実績で圧倒的No.1のビジネス研修講師。

「生産性向上／働き方改革」が叫ばれている昨今、マネジメントに悩むミドルマネジャーの

方に向け、ヒトの知恵を効果的に引き出し、多様な意見やアイデアを整理し、円滑な合意形成
を実現する「パワーファシリテーション」メソッドを提供。

研修を実施した企業からは、平均98％の満足度を獲得。



HR Design Lab.は、母体となる博報堂コンサルティングが創設以来培ってきた、

数多くの組織活性化／人材育成に関連するプロジェクトの知見と、現場における

自らの実践と検証をベースとし、世に数多あるサービスから一線を画した、

よりクリエイティブな、より実践的な人材育成ソリューションを提供する組織です。
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博報堂コンサルティング 会社概要

会社名 株式会社 博報堂コンサルティング

HAKUHODO CONSULTING INC.

事業概要 ブランド構築と事業変革に関する経営コンサルティング

代表 代表取締役社長共同ＣＥＯ 喜馬 克治

代表取締役共同ＣＥＯ 山之口 援

設立 2001年4月

資本金 1億円（株式会社 博報堂 100%出資）

社員数 45名

沿革 1999年：株式会社博報堂ブランドコンサルティング設立

2011年：博報堂内のコーポレートデザイン部と組織統合し社名変更

オフィス 東京、大阪、シンガポール
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JAMシリーズの特徴

①現場で培った
実践的内容

②経験が身に付く
「体験型」研修

③集中が途切れず
楽しく学べる工夫

わかる できる

GAP

今までの
多くの研修

情報過多の
社会

知っているつもり増加

体験/実践を通じて気付いて
もらうプログラム

博報堂コンサルティングの
コンサルタントが現場で
実践している行動・思考

体系化

研修プログラム化

ゲーム
ロールプ
レイング

正しいことを単に伝えるだけ
ではなく、参加者が楽しみな
がら自然と前のめりになり、

集中出来るような工夫

“JAM”シリーズは、「３つの特徴」に基づいた、
ユニークな研修プログラムです。
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“JAM”というシリーズ名称の由来

JAZZの「JAMセッション」のように、メンバー同士が
楽しい気持ちで奏で合い、素敵な相乗効果を生み出していく。

そんな研修をつくり、皆様にお届けしたいという思いを、
この名前に込めました。



アサーティブ･リーダー研修
組織を生産的に動かすのはリーダーの力量次第。

その原点は、メンバーとの「質の高いコミュニケーション」です。
ミドルマネジャー必須の「3つのコミュニケーション力」を会得します

アグレッシブ アサーティブ ノン・アサーティブ

 相手を配慮しながら、リーダーとして言うべきことを伝えるスキルを身につけます

 コミュニケーションを通じ、部下を育てていくためのフィードバック力を高めます

 的確な「問い」は、メンバーの思考能力を高めます。そのための技法を身につけます
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主な対象者

ミドル
マネージャー

若手リーダー

日々の業務の生産性を高めることが課題
である場合に

今後部下を持ち、的確な判断とコミュニ
ケーション力を高める必要がある場合に



9Ⓒ Hakuhodo Consulting

本プログラムで目指す姿

“Assertive Leader”
（アサーティブ・リーダー）

高いコミュニケーション力を発揮し、
パフォーマンスの高いチームを作りあげる存在
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“アサーティブ・リーダー研修” 受講後の期待効果

• リーダーとして言うべきことを、相手を配慮しながら伝えられる

相手の納得感を的確に得ながら、リーダーとして伝えるべきことを伝える。人
を動かすための「正しい指示」を出すスキルをマスターできる

• 部下を育てていくためのフィードバック力が高まる

内省を促すフィードバックを通じて部下一人一人の経験を組織値に変えていく

• メンバーの思考能力を高める、的確な「問い」を繰り出せる

リーダーが発想を引き出す、的確な「問い」を繰り出せることで、組織に“自発
的に考える“習慣が醸成される



＜参考＞当日資料より抜粋
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組織の自力を「底上げ」していくための最重要職層とは？

組織全体に、より大きな「波及効果」を生む
ために、最も必然性の高い職層は？

ミドルマネジャー（課長クラス）

詳細方針の策定、決定に関与する
社員の末端まで、影響力が及ぶ
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ミドルマネジャーに求められる役割

現場から
変革を推し進める

部下を
現場で育成する

チームの生産性を
高める

＜何故必要か＞
• 総労働時間の縮減が社会的

な流れとなる中で、同じ成
果をより短い時間で出すこ
とが全てのリーダーに求め
られることは必至

＜何故必要か＞
• これこそがリーダーである

理由。各社の戦略が同質化
する中で、現場から常に変
革の芽を探し、競争力に繋
がなければいけない

＜何故必要か＞
• 人材獲得がそもそも難しく

なっている今般、現在の所
属スタッフを、業務を通じ
如何に高質化していけるか
がマネジャーの最重要課題

どんな企業でも
果たさなければいけない役割
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本プログラムの中心的思想「アサーティブ」

「アサーティブ」とは？

自分の意見や、正論や筋論をそのまま相手に伝えようと
するのではなく、相手の立場や感情などを意識して
「納得感」を得ることを目指すコミュニケーション

＜博報堂コンサルティング 定義＞
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ミドルマネジャーに必要な、アサーティブコミュニケーション

Instruction Question

Feedback

Assertive「納得できる」指示 「思考を促す」問い

「内省を促す」
フィードバック
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「納得感のある」指示とは？

何を/いつまでに/どうすればよいかが
明確な指示

「自分がやる必然性」を感じられる指示

自分のスキルを高めてくれる指示
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①通常作業指示の基本形

「完全結果」型
の指示

指示 締切
中間
確認

中間
確認

① 「いつまでに」

② 「どのような状態にして」

③ 「誰の了解をもらう」 か

「経過点」
必要に応じて、中間地点における
確認のさせ方も指示

（「識学」より）
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何故、生産性向上に「完全結果」型の指示が必要か？

 「期日」の認識がないと、生産性が高まらない

 「状態」の概念がないと、締切後の手直し（つまり突発
的業務）が発生し、全体の業務に影響する

 「確認」の手順がないと、定めた締切が形骸化し、作業
プロセス自体が野放図になりかねない
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言いにくいことを指示する

ミドルマネジャーは、言いに
くいことを部下に伝えなけれ
ばいけない場面が目白押し。

 イレギュラーな業務依頼

 イレギュラーな改善指導 ！
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＜参考＞ワークイメージ
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一般的に「指示」に納得感がない理由

簡単に言えば、それを意識させる「指示」が
納得感のある、アサーティブな指示出しと言える

その指示と

「自分との関連性」を

想像できていないから
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＜参考＞アリストテレスの「弁論術」

Logos
（ロゴス、論理）

Pathos
（パトス、感情）

Ethos
（エートス、人柄）

理屈による説得 聞き手の感情への
訴えかけによる説得

話し手の
人柄による説得
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「伝えにくい指示」をアサーティブに行う時の基本構成

エトス／人柄

ロゴス／論理 ・・・／・・・

導入

事実の共有

具体的な要求

説得

 その事実について、自分はどんな気持ちを
持っているのか？

 ・・・
 ・・・

基
本
要
素

締め エトス／人柄

＜アサーティブな指示の出し方＞

 どのような事実が存在しているのか？
 今、問題とされている具体的な事実は何か？

感情の表現
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＜参考＞ワークイメージ

若手社員の「Bくん」がいる。インテリで鳴らしている。
仕事はとても頑張っているが、他の社員とのコミュニケーションをあまり
とろうとせず、何となく孤立気味。年に１回ある会社の飲み会があっても
「残業代が出ないのならいきません」といつも断ってくる。
Bくんには、是非来てもらいたいな・・どう「指示」しよう？
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＜参考＞ワークイメージ



26Ⓒ Hakuhodo Consulting

「問い」は、成長を促し、組織を強くするための原点

自分たちで考えた結論だから
納得感が生まれ易く

メンバーのコミット
メント意識が高まる

多様な視点で発想することで、
アイデアの多様性、品質を高め

アウトプット
品質が高まる

指示型ではなくメンバーの
考えをサポートしていく故に

メンバーの成長
スピードが高まる
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「問い」の種類

①思考力を
鍛錬する問い

②発想を
引き出す問い
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思考力を鍛錬する問い ①分析力の鍛錬

出典）山田ズーニー、話すチカラをつくる本

視野を自分から、相手へ
• 相手の気持ちは？
• 相手に何をやってもらいたい？
• どんな影響を及ぼしている？

視野を自分から、組織、社会へ
• これに関連する社会の動きは？
• これに関する海外の動向は？

視野を現在から、過去・未来へ
過去にあった背景は？これが5年後どうなる？

人
空間
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思考力を鍛錬する問い ②提案力の鍛錬

＜立場置き換え＞
もし、あなたが
その立場なら

どの様に行動する？

＜対案検討＞
もし、別の案を

立てられるとするなら
何を提案する？

＜ストレッチゴール＞
もし、そのゴールを
目指すとするなら
何に取り組む？

＜・・・＞
・・・
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「発想を引き出す問い」のパターン

【①オープン型】
• 〇〇について、あなたはどのように捉える？
• 〇〇について、率直にどう感じた？

【②切り口展開型】
• 〇〇の切り口でみたときに、どの様に考える？
• ・・・

【③深掘り型】
• 〇〇は、何故そうなっていると思う？
• ・・・
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②「切り口展開型」の問い

目的達成のための「切り口」が、ある部分のみに偏り、発想が充分に拡がらず終わって
しまうケースはよくある。並列の切り口に展開すること。

目的に照らし合わせ、
並列にある切り口に

拡げて議論する
業務量 スキル？ 体制？ ・・・

検討テーマ
「なぜ我が社では残業が減らないのか？ 」

書類の
多さ

？？ ？？

「業務量」の並列にある
他の切り口はないか？

ここが既出
の場合

実はここも・・
「書類の多さ」以外に
考えられる要因は？
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ミニワーク：切り口を考えてみよう

（問い）
「若手のモチベーションUP施策アイデアを“発散”する議論」

これらの議論の「切り口」としてどの様なものが考えられるか？
先ずはペアで考えてみて下さい。
＜注意点＞
• あくまでも「切り口」であり、具体的なアイデアではない
• 並列にある切り口同士が、総論各論の関係にならないように
• 種類として異質なものの同士を、切り口として並べない

若手のモチベーションUP施策を
考えたい！

？？？ ？？？ ？？？切り口

アイデア

お題
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切り口の出し方（4W1H）

When 時間軸、タイミング など

Where 提供場所、顧客接点 など

Who 関与者、対象者 など

What テーマ、コンテンツ など

How 方法論、タイプ など

1学期／2学期／3学期 など

教室／運動場／校舎外 など

低学年／中学年／高学年 など

・・・／・・・／・・・ など

・・／・・／・・／・・ など

（例：小学校の「新しい授業のアイデア」
を発散するための切り口）

切り口は出したものの・・
①「発想しにくい・・・」
②「同じアイデアしかでない・・・」
③「特定の切り口にアイデアが偏る・・・」

これらは「筋悪」の
サイン。すぐに
取り替えること
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「深掘り型」の問い

参加者から発せられる曖昧な発言や要領を得ない発言を、そのままに議論を進めても、き
っと上手くいきません。出てきたアイデアの「レベル感」が怪しいな、と思えば、一度「
深掘りの問い」を立ててから書くようにしましょう。

整えなければいけない意見のパターン

 言葉足らず／抽象的で曖昧

 一文が長くて要領を得ない

 お題の言い換えでしかない

「健康の教育！」
「イキイキ働ける、ハリのある職場作り」

「健康課題のメタボ、まあそれも含めた生活習慣病を
含めて色々な企業のノウハウや製品を活かしたら面白
いんじゃないかなと思いますね。例えばサプリとかジ
ムとか・・・」

「健康維持につながるルールを作る」
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意見を「深掘る」ための問い

議論の中で、深掘りが必要な意見は
必ず出てきます。
それを見逃さず、しっかりと焦点を
当て「問い」を立てましょう

抽象的な意見

①具体化させる

「健康の教育ですか、もう
少し具体的に言うと、どん
なテーマをイメージしてい
ますか？」

「では、そういうルールを
作るとして、どの様なもの
が考えられますか？」

③手段を考えさせる

手段
を出す

結果に
近い意見

手段

手段

本意を
引き出す

「なるほど、色々な要素が沢
山詰まっていますね、そのア
イデアを一言で言うと？」

②本意を引き出す

具体化
する

色々な要素が
混在している意見

影響を
考えさせる

意見 「出されたその施策は、目
的の達成に繋がっていきま
すか？」

⑤影響を考える

④要因をさぐる
意見

要因を
探る

「何となく」の居心地よさと
は、例えばどの様なところか
ら感じているでしょうか？

レベル感を整える 要因／影響を探る
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＜参考＞内省（ないせい）とは何か？

自分の心と向き合い、感情に流されることなく
自分の考えや言動について改めて熟考すること

【内省】Reflection

内省（分析） 内省（考察）

経験したことの意味や、得られた
結果に関する真因を、自らの記憶
を深く辿り、見つけていく作業

自らの分析から得られた結果を
手がかりに、新たな知見や方法
論を創出していく作業
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フィードバックの大分類

日常のコミュニケーション
の中で行うフィードバック

個別面談の時間をとって、
しっかり行うフィードバック

①日常型

評価フィードバック

②面談型

改善フィードバック
強化フィードバック
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組織文化や慣習をつくるもの

リーダーの「一言一言」が、コツコツと
組織文化を創っていく（ポジもネガも）

ある状況に
おける

行動

その行動に
対する

反応

その行動の

強化／
弱化
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＜参考＞「１on 1」が流行っているが・・

（マネジャー）
「1on1を実施しろ」と言われ

たのだが、普段の会話とは別
に、何を話したら良いかわか
らない・・

（部下）
1on1自体はいいのだけれど、

これは一体、何のための時間
なんだろう・・・

コンセプトだけが先走り、現場は混乱気味というお話を
よく伺いますが、貴社では如何でしょうか？
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②面談型フィードバック「FB2パターン」を使い分ける

フィードバックとは、「評価」だけではない。
2種類があることを認識し、使い分けること。

改善フィードバック

強化フィードバック

困難な状況を、本人にその原因と打開策
を考えさせるためのフィードバック
 何故、上手く進んでいないのか？
 何故、思うように成果がでなかったのか？

成功を形式知にすべく、本人にその要
因を考えさせるためのフィードバック
 何故、上手く進んでいるのか？
 何故、思うような成果がでたのか？
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①改善フィードバック

純粋想起 切り口なしで分析させる
「先ず、考えられる要因は何だろう？」
「他に考えられる要因は何だろう？」

助成想起 「切り口」を出して分析させる

エトス／人柄導入

事実の確認

内省の促進（分析）

締め エトス／人柄

 「改善」の対象となる行動についての事実を確認する
 それに対する改善のフィードバックを行うことを伝える

内省の促進（考察）

 何がその原因だったかについて、分析させる

 ・・・

・・・ ・・・
「・・・」
「・・・」

・・・ ・・・
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改善フィードバックのポイント

要因/改善策を想起させるための
「切り口」を如何に繰り出せるかどうか。

 すぐマネジャーが答えを言ってしまうと、困ったらマネジャーが助けて
くれる、という習慣がついてしまう

 自分で考えるクセをつけるきっかけとして、「切り口」から思考させる

過去を責めない。視点は未来軸。
「今後どの様にするか？」に重点を置く。

 このようなマネジャーの反応が状態化すると、部下はただ言い訳を用意
するようにしかならない

 未来視点で「今後どうするか？」を考えさせるよう仕向けることが必要

真因に迫るために、「なぜ？→なぜ？」を。

 要因分析は、一層目を出しただけでは不充分な場合がある

 「真因」に迫るためには、そこから更に「それは何故生じたのか？」と
いう深掘りの問いを（限度はあるので詰まったら止めること）
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②強化フィードバック（このあとワークで！）

純粋想起 切り口なしで分析させる
「先ず、考えられる成功要因は何だろう？」
「他に考えられる成功要因は何だろう？」

助成想起 「切り口」を出して分析させる

エトス／人柄導入

事実の確認

内省の促進（分析）

締め エトス／人柄

 「強化」の対象となる行動についての事実を確認する
 それに対する強化のフィードバックを行うことを伝える

 何がその成功要因だったかについて、分析させる

 ・・・

・・・ ・・・
「・・・」
「・・・」

・・・ ・・・

内省の促進（考察）
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強化フィードバックのポイント

「自分が成功して終わり」ではなく、それを
「組織知にして終わり」という認識をつくる

 得た経験や情報を、秘密にしようとするのか、共有しようとするのかは
マネジャーがつくる組織文化次第

 強化フィードバックを通じて、常に、成果に対して賞賛し、共有するこ
とを当たり前にする習慣をつけること

あくまで主役は部下。自分の見解をしゃべり過ぎない。

 強化フィードバックでありがちな失敗は、マネジャーが自分の見解を
しゃべり過ぎ、主役である部下に話す隙を与えないという状況

相手目線の問いで、「その時の感情」も引き出す
 その時の感情と記憶はセット。それ故、強化フィードバックにおい

ては、事実の確認だけではなく、「その時の感情」まで引き出せる
と、内省を更に促進できる
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＜参考＞ワークイメージ





受講生の声／タイムテーブル例など
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直近実施：受講生の声

• 部下に対する悩みの根源が自分の「問い方」にあると認識できた

部下に対する一番の悩みが「自身の頭で考えないこと」でしたので、私の質問（問い）が良く
なかったことが認識でき、具体的な手法を学ぶことができた。

• 何気ない部下とのコミュニケーションの間違いに気が付いた

普段の部下との面談時に、何気なく使っていた言葉（褒め言葉）や、間違ったコミュニケー
ションの取り方をしていたことに気付かせてもらった研修でした。

• 不安に思っていたミドルマネージャーとしての役割を理解できた

ミドルマネージャーとしての役割に疑問や不安を持っていたので、役割を明確に説明頂けたの
も良かったです。

• ロープレや講師の体験談も交える研修型で退屈にならない

一方通行な研修ではなく、ロープレも交えながらで体験型としての研修も良かったです。また、
過去のご自身の体験談も交えていたので退屈に全くならなかった。
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直近実施：アサーティブ・リーダー研修の評価

大変満足
70.7％

満足
27.1％  受講者の皆さまから、間違いなく高い評価を頂け

る安定したプログラムです（約88％が満点評価）

 講師が直接、研修内容を開発／リバイズしており、
必ず毎回の研修後にバージョンアップを行います

 プログラム内容と並行して、講師の話し方、キャ
ラクターについてもご好評の声を頂いています

満足度 97.2%

大変満足（満点）
88.6%

満足
8.6%
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アサーティブ・リーダー研修 タイムテーブル例

セッション セッションタイトル 所要時間 開始時間 終了時間

Session 0 イントロダクション 0:30 10：00 10：30

Session １ 「納得感のある」指示

①通常の指示 0:20 10：30 10：50

②言いにくい指示 0:30 10：50 11：20

休憩 0:10 11：20 11：30

＜WORK＞ 1:00 11：30 12：30

お昼休憩 1:00 12：30 13：30

Session 2 「思考を促す」問い

①思考力を鍛錬する問い 0:20 13：30 13：50

②発想を引き出す問い 0:30 13：50 14：20

＜WORK＞ 1:00 14：20 15：20

休憩 15：20 15：30

Session 3 「内省を促す」フィードバック

①日常型 0:20 15：30 15：50

②面談型 0:30 15：50 16：20

＜WORK＞ 1:00 16：20 17：20

まとめ 17：20 17:30
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“JAMシリーズ” プログラム一覧
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講師からのメッセージ

昨今多くの企業から聞こえてくるのは、現場から知恵が出ない、人や組
織を動かせる人材がいない、という課題認識です。

しかし、我々としてはある問いを立てたい。

組織として、現場の社員に真に備わるスキルや暗黙知を引き出すための
「仕組み」を、本当に提供できているのか否か。それができていないと
するならば、それこそまさに、企業としての最大の機会損失だとは言え
ませんか。

我々の役割は、人が活きる「継続的な仕組み」をご提供すること。
高みに向かえるのは、皆様ご自身です。

HR Design Lab.代表

楠本 和矢
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お問い合わせ

HR Design Lab. （博報堂コンサルティング内）
03-6441-8070

柏木： nozomi.kashiwagi@hakuhodo-consulting.co.jp
花崎： hiroshi.hanazaki@hakuhodo-consulting.co.jp

mailto:nozomi.kashiwagi@hakuhodo-consulting.co.jp
mailto:hiroshi.hanazaki@hakuhodo-consulting.co.jp

