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                                     2021年 9月 19日 

           第 4 回テキスト研修会           松田真佐子 

項目 テキスト３ （１～４単元） 

大勢を前にした話し方コースの目標 

① 大勢の前で話すことが社会生活の中で、どのような意義をもっているかを認識します 

② 大勢の前で気おくれせずに話すための心がまえを身につけます 

③ 大勢の前で効果のある話し方の技術を身につけます 

④ 式典、パーティーなど、大勢の前での進行役として司会者のあり方を学び、対応力を身に

つけます 

１単元 大勢の前で話すには 

１．大勢を前にした話 

目的によって,二つに分かれます 

（１）スピーチ （聴衆に何かを知らせる・わからせる） 

（２）司会 （式典、パーティーなどの行事の進行） 

 

２．スピーチの重要性 

スピーチは大勢の前でするものだけに、次のような大きな影響がある 

（１）大勢の人の物の見方、考え方に一度に影響を与える 

・一度に変化を起こすことができる 例 マンションの修繕費値上げ問題 

（２）大勢の人に人柄や考え方が理解され、人間関係が変わる 

・人間関係が深まったり、広がったりする。 

（３）スピーチができる自信は、社会に積極的に働きかける意欲につながる 

・マンションの役員決めについての例 

 

  ３.スピーチの基本的な心がけ 

   なぜ心がけが必要か:スピーチは多くの人の貴重な時間を束縛する 

（１）分かってもらおうという意欲をもつ 

（２） 親しく話しかける 

（３） とおる声で話す 

 

４．スピーチの場づくり 

聴衆が話に集中しやすいように場を整える  

（１）聴衆からみやすく聞きやすい位置で話す 

（２）聴衆の配置を適切に直す 

（３）雑音など障害を少なくするよう対処する 
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ドアや窓を閉めていましたがコロナ禍で少し開けるように変化しています 

ソーシャルディスタンスや換気などに気をつけるように変わってきました 

５．聴衆分析 

（１）予想される聴衆の特性を聞いておく（年齢、性別、職業、地域性など） 

（２）テーマに対する聴衆の予備知識や関心などの情報を集めて考えておく 

  （テーマに対しての理解度を知り、話の内容に過不足ないようにする） 

（３）聴衆のうなずき、視線、表情に注意し、集中度、理解度、好感もしくは反感の度 

合いを把握するように努める 

例 小学校の校長先生の挨拶 

 

２単元 スピーチの構成 

１．素晴らしいスピーチとは 

・理想的なスピーチ像は聞いた人がいつまでも覚えていて、印象に残るスピーチ 

 それには四条件を備える 

 

２．スピーチの四条件 

（１）主題が明確であること 

（一言で言えば何を言いたいのか） 

（２）例（例話）が鮮明に印象づけられること 

（例話が人の心に残るので、頭に映像として浮かばせて記憶に残す） 

（３）構成がしっかりしていること 

「序論 本論 結論」導入→展開→結末 

「起 承 転 結」 炭坑節               

「帰 納 法」   例→結論 

「演 繹 法」   結論→例 

 

「双 括 法」   結論→例→結論 

「プレップ法」   Ｐポイント → Ｒ理由 → E例 → Ｐポイント 

          Point          Reason     Example   Point 

（４）主題に深みがあること（5単元心を動かすには） 

聞き手の心を動かす（感銘・感心・見方考え方を学ぶ・心が洗われる・心が変わる等） 

考え方の一つとして 

話し手の様々な人生体験（喜怒哀楽など）や頑張ったことなどを客観視して生まれる 

ヒント「①どう感じて②どう思って③どうしたか」 

①マナーが悪い人を見かけて、怒りを感じた 

②「人のふり見て我が身を振り直せ」というがそれだけでは世の中は良くならない 

③世の中を良くするにはどうしたら良いかと考えて教師になった 
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３．スピーチの構成 

・スピーチをするとき：切り出し→本論→結びの順で話す 

・スピーチの案を練る時：本論→結び→切り出しの順で考える 

・本論：主題（スピーチの中心になる考え）と例（主題を支える具体的な話）の調和が大切 

（１）主題を明確にする 

① どうしても言いたいことを一つにしぼる 

② それを表す最も適切なひとことを決めて主題とする 

（忘れられない忘れもの・小さな親切大きなお世話） 

 

（２）例を考える 

①主題を生かすもの（主題に相応しい例 イソップ物語アリとキリギリス 

②聞き手に分かりやすいもの（専門家でないと分からない例は避ける） 

③聞き手が興味をもつもの（聞き手の関心事をつかむ 

 

（３）展開を工夫する 

①話の筋を一貫させる（桜の木に梅の花を咲かせない） 

②効率の良い順序にする（聞いている人達が次は何だろう、次はどうなる？ 

③ヤマ場はしっかり描写する（感情移入・聞き手の頭に場面が浮かぶように） 

④ムダを省きすっきりさせる 

ヒント 序論 30秒 本論 2分 結論 30秒 時間配分するとムダが省けやすい 

 

（４）結びを工夫する 

①主題は短い言葉で述べて結ぶ（～出来事からあいさつの大切さをお話しました 

②主要なポイントを要約して結ぶ（～と～と～の３つの事から～の大切さについて  

お話しました） 

③誓いや願望をかけて結ぶ（～努力していきます・～になるよう願ります 

 

（５）切り出しを工夫する 

これから展開する話について次のような予感をもたらせる 

① 興味深い問題が出そうだな（私は主人のほかに恋人がいます・・ 

② とても役に立つ話が出そうだ（話が苦手で損していませんか？・・ 

③ほぼ○○に関する話らしい（もうすぐ紅葉のシーズン、旅行について話します 

      例 話し方まつりのスピーチコンテストでお同じ内容の話でも切り出しを変えたら

入賞した 
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３単元 例の生かし方 

  １．例のはたらき 

    ●例とは主題をわかりやすくする・興味を起こさせる・印象深くするための具体的な話 

 

    ●話題も例になる 

      １コースで学んだ話題も、主題の目的と関連して考えるときは「例」になる 

       素材    →       話材   →   話題 ＝ 例 

    （体験）   感じて          選ぶ 

    （見聞）   考えて 

    （読む）   整理する 

 

毎年８月に入ると被爆者の体験話が話題に上がる   

主題が「平和を考える」・・被爆者の体験話が例になり二度と繰り返しては 

                いけないと平和について考えた 

 

    ●例の 3つの重要な働きがある（選び方や扱い方を誤ると目的がぼやけてしまう） 

 

（１）主題を裏づけ、分からせる 

彼は優秀な営業マンです 

    ↓ 

「50店舗あるなか今年トップ賞を受賞した」と具体的な例 

（２）聞き手の耳を引きつける 

話を最初から最後まで聞いて貰うためには聴衆の特性や関心事を捉えて共感を呼ぶ

例を選び展開を工夫する 

（３）話を記憶に残す 

例を記憶させる・・深く感動した例話は心身に刻まれる 

 

２．例の種類 

（１）直接体験例 自分が直接見聞きした実例 

（２）他人の話 文章 映像などから知った実例 

（３）思考例 考えてつくられた例 
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３．例の選択 

（１）効果的な例 

① 主題の目的をはっきり分からせるもの（結婚式で上司からのお祝いの言葉 

 会社業績好調の話ではなく、新郎についての仕事ぶりや人柄） 

 

② 聞き手が関心をもてるもの 

聞き手を考えて選ぶ 働いている方達なら職場の話 保護者なら家庭の話 

③ 共感性のたかいもの  

人生体験の喜怒哀楽に絡む話など 

④ 平易で明快なもの 

⑤ 新鮮で印象に残るもの 

今ならオリンピックやパラリンピック 

 

（２）気をつけたい例 

① だれでも知っている陳腐な例 

② 特殊な状況でしか通用しないもの 

③ 話し手が消化していないもの 

④ 品性を疑われるもの 

⑤ 聴衆に不快感を与えるもの（自慢話など） 

 

４．例を生かすには 

（１）例のポイントをつかむ 

一つの出来事や事柄のなかにポイントがいくつかあったりします 

      例 健康について 

１．健康の大切さを知る ２．健康維持の方法 ３．健康であったことがもたらす成果 

 

（２）例を仕上げる 

 

２．健康維持の方法を例にするなら 

①省略する・・１と３は省略 

②複合する・・Aと Bの維持方法に努力している 

③創作する・・自分の成功談は自慢話に聞こえて話しづらい時、他人の成功談に 

して話す（話す内容をスムーズに伝えるため） 
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４単元 表現の仕方 

    何となく集まった聴衆も、知らぬ間に引き込まれ、終わったときに内容をしっかり受け

とっている。 

     このように、聞き手の耳を引きつけ、話の内容をしっかり注ぎこめるかどうかは、表

現の仕方にかかっています。 

     表現の仕方は、次に学ぶ「心を動かす」の基礎にもなります。 

     表現の仕方として何が大切か考えてみましょう。 

 

１．聴衆から親しまれるように 

（１）あたたかみを感じさせる表情・態度で話す 

聴衆に微笑みかける その場にあった服装や姿勢 

（２）会話のような自然な口調で話す 

硬い文章のようでなく、普段話しているときのように 

（３）一方的でなく、話し合うような気持で話す 

「～ですよね」 「～と思いませんか」 

（４）ときには、軽く問いかけてみる 

「どう思いますか」「～ご存知でしょうか」 

 

２．ことばによる表現 

状況を描写するときは、聞く人の心に場面が映像となって浮かぶように、言葉を工夫する。 

 

例「春の花が咲いていました」→「チューリップやパンジーが、日の光を浴びて輝いて

いました」 

ヒント 

①描写の工夫・・気温 20℃→   40℃→ 

②色をつける・・真っ赤やピンク、黄色や白と色とりどりの薔薇の花 

③オノマトペ・・キラキラ・ワクワク・ザーザー 

 

３．音声や拍子に変化をつける 

（１）音声に強弱をつける 

（２）音声に高低の変化をつける 

（３）内容に合わせて速度を変える 

（４）心地よいリズムで話す 

（５）適切に間を活用する 
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歌舞伎役者 九代目團十郎（市川） 

「一尺の寸法を十に割って、均等に一寸で踊れば一尺になる」 

「同じ踊りでも八寸まで早間で踊り込んで、残りの二寸でゆっくり踊って 

 一尺にできれば面白い」 

「これは教えたくても教えられない、どこを粒立てるか、息をひそめるか 

 計算は不可能だ」「間はその人のセンスである」 

  

 

４．表情・姿勢・ジェスチャーによる表現 

（１）表情・姿勢 

人は他人の気持を表情や姿勢から察するのに慣れています。話し手が、自分や話

題の人の気持を伝えようとするとき、表情や姿勢を活用することは、きわめて大

切です。 

 

（２）ジェスチャー（身ぶり） 

① 内容に合わせて 

② のびのびとした動作で 

恥ずかしがらず、思い切って動かす 

③ 目線を生かして 

 

５．行き過ぎ表現について 

自分の話に夢中になり、表現がオーバーになったり、心配りが不足して反感を買ってし

まうことがあります。心の反応は表情や態度にあらわれます。絶えず聞き手に気配りし

て対応していくことが大事です 

 

（１）反感を予測して手当をする 

最近遅刻する人が多いですね 

「ここにいらっしゃる方はそういう方はいませんが」 

（２）聞き手の反応を常に見る 

聞き手の表情・態度をみる 

（３）行き過ぎに気づいたら対処する 

「言いすぎですね」・「それだけではないと思います」など 


