
 

  

 

 

 

本書は、士業の方が、経営者の方へ、研修・面談・人事制度・人材育成の仕組みを、効果

的に提案するためのケーススタディや参考書籍についてお伝えするものです。 

 

１ 総論編 

 ⑴ 士業の優位性と事前準備 

   士業の方は、経営者と継続的な関係があることから、ザイアンス効果（単純接触効果）

という言葉もあるように、信頼関係があることから、スポット業者よりも研修等を提案

してご理解いただきやすいという優位性があります。 

   ただし、先方様が「聞きたい」という姿勢・状況になっていない状況では、提案は不

可能であるため、まずは日頃から、コーチング的対話（教材は別途配布）によって、信

頼関係構築、将来ビジョンや現状の課題を共有しておくことが重要です。 

 ⑵ 適切な手法の選択とトライアンドエラー 

   企業を良くするための手法は、研修・面談・人事制度など様々なものがあり、適切な

手法を適宜選択し、かつ、トライアンドエラーを重ねることで、少しずつ正解を探し続

けていく必要があります。 

ただし、経営者の一番の関心は、どのような「手法」を用いるのかということではな

く、「自分の会社がどのようになれるのか？」ということに一番の関心があるため、まず

は、上述のとおり、コーチング的対話によって、将来ビジョン等→理想の状態等→今後

の目標等→現状の課題等を共有し、そのための「はじめの一歩」をお客様と一緒に考え

てから、最後にオススメの「手法」を提案するという順序が大切であり、先に「手法」

を決めるのではありません（我々はついつい先に「手法」を考えてしまいがち。）。 

 ⑶ 手法選択の際の注意点 

   研修・面談・人事制度など、どのような手法を選択するかという段階において、いき

なり大きな変革を狙うことは、ハードルが高いため（人は突然大きくは変われないが、

少しずつトライアンドエラーを繰り返しなら変化できる）、まずは、「はじめの一歩」に

絞って少しずつ展開し、少しずつ結果を出していくことで、経営者のみならず社員・受

講者との信頼関係も少しずつ構築していったうえで、その後、大きな改革に取り組むこ

とを推奨します。 

   また、実際の会社や現場の状況を良く知っているのは経営者ご本人であるため、終始、

経営者の方と一緒になって創り上げていくという姿勢で取り組むと、正解にたどり着き

やすくなり、結果が出る精度が高まります。また、経営者ご本人も、日常の現場での社

員・受講者の変化を発見しやすくなります（我々は常に現場にいられるわけではないの

で観察できる時間が少ない。）。 
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   失敗談ですが、経営者の方から「じゃあやっておいて」という感じで丸投げ的に受け

てしまうと、経営者ご自身が、受講者の変化を感じ取りづらくなってしまい、結果、満

足度が下がってしまうという大きなデメリットがあるため、やはり経営者の関与を大き

くしていく必要があります（動画でフォローするという方法もあります。） 

 ⑷ 行動のビフォア・アフターを考える 

   いきなり大きな変革をしようとすることは難しいため、まずは「はじめの一歩」を考

えていくことを推奨します。 

   その際、社員・受講者の脳内や意識というものは外から見えませんが、「行動」は外

から見ることができます。 

そこで、社員・受講者の「行動」について、どんな「ビフォア」がどんな「アフター」

になって欲しいのか、にフォーカスする必要があります。 

社内で見られる社員・受講者の行動（○○しようとしない、○○してしまう）が、ど

のような行動をとるように変化してほしいのか（○○するようになる、○○しないよう

になる）、というように、具体的なビフォア・アフターを考えていただくことを推奨しま

す。 

 ⑸ 「痛みと快楽」を考えてもらう 

   もう一つの着眼点としては、人の行動原理として、「痛み」を避けようとするか、快

楽を得ようとするか、が挙げられるため、この観点から考えることも重要です。 

   社員様のビフォアの行動（○○しようとしない、○○してしまう）が、アフターの行

動（○○するようになる、○○しないようになる）になるためには、ビフォアの行動を

とったままだとどんな痛み・嫌なこと・悪いことが起きるのか、逆に、アフターの行動

をとることができればどんな快楽・良いこと・嬉しいことが起きるのか、を考えていた

だく、という人の行動原理からのアプローチです。 

 ⑹ 効果測定の容易化 

   研修等の効果が高ければ満足度が上がり、リピートにつながりやすくなるため、いか

にして効果測定をするか、それを見える化するか、という観点から、様々な「シート」

の有効活用が挙げられます。 

   たとえば、研修のワークシートや中間確認シート等を配布して、経営者が期待するビ

フォア・アフターについて、アンケート項目を配置する、などです。 

⑺ 「社員の研修へのモチベーションが低い」というお悩み 

   もともと社員研修等や人事制度へのモチベーションが高い会社様であれば問題あり

ませが、業務が忙しかったりして、研修よりも業務を進めたいと思っている社員さんが

多い会社もあります。その場合は、社員研修への参加意欲が低いことがあります。 

   そこで、社内アンケート（別途配布）を活用することで、社員さんのモチベーション

が高い研修テーマ・人事制度テーマを提供すると、モチベーション、参加意欲を高める

ことができます。 

 

 



 

 ⑻ 「研修の効果が長続きしない」というご相談 

   我々は士業は、月に１回程度しか現場に行かないため、我々がいない間のためにどの

ような工夫をするか、という点が重要であり、例えば研修と研修の間のタイミングで「中

間確認シート」を書いてもらう、「カレンダーカード」（別途配布）を使って毎日意識す

ることを考えてもらう、復習用の動画教材を制作する、受講者様同士で自主的に確認す

る時間を作ってもらう等々、状況に合わせた「仕組み」を提案することが考えられます。 

 



⑼ 注意点 

  よくやってしまいがちなこととして、私の失敗談でもありますが、新しい教材、魅力

的なコンテンツを仕入れた時ほど、興奮状態になってしまって、ついつい、それを先に

伝えてしまいがちですが、先方はそういう状態ではありません。 

そのため、先に教材やコンテンツを提案されても、お互いの状態の差があって、うま

く伝わらず、受注につながらないことがあります。 

やはり、提案は最後の最後であって、まずは、お相手の将来ビジョン・目標・課題等

を共有し合って、そのうえで、先方がはじめの一歩を踏み出したいという状態になった

時点で、はじめて「提案」をするという順序・手順が重要です。 

 ⑽ ケーススタディ型研修 

講師が一方的に専門知識などの情報を提供するタイプの研修（情報提供型研修）と，

具体的な事例・ケースをもとに，受講者が自ら考え・成長し，行動に移していくタイプ

の研修（ケーススタディ型研修）があります。後者は，事例・ケースを提供したのち，

受講者の方に，考えていただく時間，その思考を紙に書いて表現していただく時間，そ

れを発表してコミュニケーションをとっていただく時間，これからの自分の行動を考え

て改善していただく時間がとても大切で，その時間に受講者の方が成長するのであって，

講師が提供する情報で成長していただくことを狙いとするものではありません。これに

ついては「ミニ社員研修講師手控え」参照（別途配布）。 

⑾ まとめ 

   以上について、具体例・実践手法を以下の具体的なケーススタディでお伝えします。 

   ビジネスの正解がわからないのと同じように、我々士業の提案営業の仕方にも絶対の

正解はわかりませんので、みんなでケーススタディを持ち寄って、力を合わせて乗り越

えていきましょう。 

   なお、お医者様で例えると、あまり話を聞いてくれずに診断されて処方された薬と、

じっくり話を聞いてもらって処方された薬では、納得度が全然いますよね（プロのお医

者様はじっくり話を聞かなくても結論はすぐにわかっていたりする）。 

それと同じように、経営者の方も、我々があまり話を聞かずにすぐに「提案」をして

くるのと、我々がじっくりじっくり話を聞いて最後の最後に「提案」をしてくるのでは、

納得度・満足度が大きく異なると思います。 

そのため、とにかくじっくり話をきいて、コーチング的対話で将来ビジョン・目標・

課題・はじめの一歩を日頃から共有したうえで、最後の最後に「提案」をするというイ

メージを推奨します。 

 

２ 「社内が暗い」、「チームワークが悪い」、「定着率が悪い」というご相談 

このご相談については、定番ではありますが、コミュニケーションを強化することでチ

ームワークを強化するという提案があります。 

  そこで、これについてコミュニケーション強化研修、チームワーク研修などを提案する

ことが考えられ、多くの参考書籍があります。 



  コミュニケーションに関する理論などを説明する研修も良いですが、はじめのうちは体

感型・ゲーム型のような実体験・実感を得る研修を推奨します。 

 

  たとえば、書籍『チーム・ビルディング―人と人を「つなぐ」技法 (ファシリテーショ

ン・スキルズ) 堀 公俊  (著), 加藤 彰  (著), 加留部 貴行  (著)』（日本経済新聞出版）

には、様々なコミュニケーションゲームが掲載されていますので、いくつか選んで実施し

ていくことができます。ヘリウムリング・流れ星・ペーパータワーなどは場が盛り上がる

ことが多いです。 

なお、ゲームをする場合でも、ワークシートは必ず用意するようにして、どのような実

感があったとか、変化があったということは、シートに書いていただくことを推奨します。 

  また、「コミュニケーショントランプ」（別途配布）でゲームをするという方法もありま

す。 

  そのほか、ケーススタディ型の教材としては、以下があります。 

 紙芝居「一人で悩まない」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3086.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3052.html 

 紙芝居「人と人は違って当たり前」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3103.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3068.html 

 

３ 「部下が育たない」というご相談 

  これについても定番ではありますが、上司・幹部社員に対して、コーチング研修・部下

との接し方・聴き方・目標管理の研修などを提案することが考えられます。 

  コーチングについても様々な参考書籍があり、インターネットにも参考情報がたくさん

あります。代表的なものが「GROW モデル」と言われているもので、これを紹介し、ロ

ールプレイングを行うという方法があります。 

  別途配布している「士業のためのコーチング的対話術」の教材を、社員研修向けに簡素

化して提供し、ロールプレイングをしてみる、「コーチング的対話カード」（別途配布）を

使う、「コミュニケーショントランプ」（別途配布）を使ってゲームをするという方法もあ

ります。 

  そのほか、ケーススタディ型の教材としては、以下があります。 

 紙芝居「コーチングとティーチングの使い分け」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/1840.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/2218.html 

 紙芝居「聴き方」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3097.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3062.html 

 紙芝居「言葉と本音の不一致」 



テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3099.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3064.html 

 紙芝居「怒る？ほめる？放置？」 

テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3088.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3054.html 

 紙芝居「本音を聞く難しさ」 

テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3084.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3050.html 

 紙芝居「人財育成と反発作用」 

テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/2263.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/2580.html 

 紙芝居「指示・伝え方の違いと３人の上司」 

テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/1711.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/646.html 

 紙芝居「個性と人材育成」 

テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/1670.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/628.html 

 紙芝居「先入観」 

テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3093.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3058.html 

紙芝居「あなたが上司ならどうする？」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/1560.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/639.html 

紙芝居「人財育成と反発作用」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/2263.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/2580.html 

紙芝居「部下育成に使えるMORSの法則」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3803.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3769.html 

紙芝居「目標管理」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/2348.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/2588.html 

 

４ 「社員にまとまりがない」「団結感がない」「社内の方向性がバラバラな感じがする」と

いうご相談 

  これについては、ビジョンに関する研修を提案することが考えられます。 

  方向性としては、①会社のビジョンと社員個々人のビジョンの共通面積を増やしていく、

②そのために社員個々人のビジョンの輪郭をはっきりさせ、③会社のビジョンと共通する



ことを考えていく、という内容となります。（会社のビジョンが定まっていない場合は、

先にその点のご支援をします） 

  個々人のビジョンの輪郭をはっきりさせる方法として、個々人に、「１０年後、５年後、

３年後など、仕事、プライベート、生活、趣味などが、こうなってたらいいな」というこ

とを考えてもらう、マインドマップを書いてもらう、絵で描いてみる、などの方法があり

ます。 

  ケーススタディ型の教材としては、以下があります。 

 紙芝居「ビジョンを持つこと」 

テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3795.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3761.html 

 

５ 「社員が失敗を怖れて挑戦しようとしない」というご相談 

  社員が、イエスマンで、指示することはやるが、指示なく自分から動くことがないとい

うご相談があります。その原因が、失敗を怖れて挑戦しないということであれば、いかに

失敗をおそれず挑戦しやすい環境や意識をもってもらうかという観点からの研修が考え

られます。 

  制作済みの教材としては、以下のものがあります。 

 紙芝居「とにかく試す」 

テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/1932.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/2224.html 

 紙芝居「失敗に学ぶノート」 

テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/2001.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/2230.html 

 紙芝居「トラブルの良し悪し」 

テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3095.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3060.html 

 紙芝居「一緒に失敗しよう」 

テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3793.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3759.html 

紙芝居「失敗をどう活かすか？」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3809.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3775.html 

紙芝居「仕事のミスの減少と勇気ある報告」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/1739.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/630.html 

 

６ 「社員に売上を上げる意識、コストを下げる意識をもってもらいたい」「そのためのア

イデアを出すようになってほしい」というご相談 



  このご相談も定番でよくあるご相談で、たとえば、経営者は必死になって業績を上げる

こと、会社に利益を残すことをがんばっているものの、社員の方は雇われ意識で、最低限

のことだけやってお給料をもらえればよいというような感覚になっていると、経営者が感

じることはよくあります。 

  そこで、社員の方に、経営者的感覚をもってもらう、数字を意識してもらう、そのため

のアイデアを自ら出して、自ら実行するようになっていってもらうために、簡単な範囲で、

経営に関する数字をお伝えして、アイデアを考えていただく研修が考えられます。 

  制作済みの教材としては、以下があります。 

 紙芝居「売上を分解すると？」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/2656.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/2638.html 

紙芝居「売上と経費のバランス」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/1644.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/2636.html 

紙芝居「クイズ！給与の３倍稼いでトントン」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/1610.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/650.html 

紙芝居「クイズ！経営の目標数値を変えると？」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3797.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3763.html 

紙芝居「一人ビジネスと会社経営」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3799.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3765.html 

紙芝居「あなたが社長ならどうする？」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3105.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3070.html 

紙芝居「社長と社員の立場の違いによる貢献意識のズレ」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/1582.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/644.html 

 

７ 「仕事の配分がかたよってしまっている」「仕事量の多い人と少ない人の差が激しい」

というご相談 

  このご相談については、社員の方にそういった現状があるということを、他社の事例と

して紹介して警戒心なくご理解いただいたうえで、実際にどのような対策をすべきかを自

らアイデアを考えてもらう研修が考えられます。 

  制作済みの教材としては、以下があります。 

紙芝居「仕事の配分のアンバランス」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3111.html 



 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3076.html 

紙芝居「休日出勤と社員の温度差」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/3113.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/3078.html 

紙芝居「働き方改革のしわ寄せ」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/1526.html 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/610.html 

 

８ 「社内の会議が効果的でない、意見が出ない」というご相談 

  このご相談については、どのような会議が良いかは会社によって異なるうえに、テーマ

やメンバーや会社の置かれた状況などによっても異なると思われます。 

  そこで、会議ごとに、どのような会議が良いのか、自主的に考えていただく研修を推奨

します。 

  たとえば、「悪い会議とは？」「良い会議とは？」という質問をしたり、「会議ルール」

を自主的に定めてカード化して会議前後に確認する、などの制度を策定する研修を推奨し

ます。 

 そのほか、ケーススタディ型の教材としては、以下があります。 

紙芝居「良い会議・悪い会議」 

 テキスト版：https://todotakehisa.info/kamishibaiblog/2114.htm 

 動画版：https://todotakehisa.info/kamishibaidouga/2240.html 

 

＜参考書籍＞ 

チーム・ビルディング 堀公俊・加藤彰 日本経済新聞出版社 

ファシリテーション・グラフィック 堀公俊・加藤彰 日本経済新聞出版社 

ワークショップデザイン 堀公俊・加藤彰 日本経済新聞出版社 

ロジカル・ディスカッション 堀公俊・加藤彰 日本経済新聞出版社 

アイデア・イノベーション 堀公俊・加藤彰 日本経済新聞出版社 

ディシジョン・メイキング 堀公俊・加藤彰 日本経済新聞出版社 
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