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本研修のねらい

プレゼンテーションの目的を理解し、プレゼンテーションの目的を達成するために「分
かりやすい論理構成」「魅力的な伝え方」について学びます。また、プレゼンテーショ
ンの演習を通して、プレゼンテーションスキルの向上を図ります。

①プレゼンテーションの目的や構成について学びます。

②プレゼンテーションにおける自分のキャラクターを把握します。

③代表的なプレゼンテーションの型を学び、相手に分かりやすく伝
える技術を学びます。

④伝え方の技術を学び、相手に伝えたいことを的確に伝える練習
をします。

⑤質疑応答のスキル・緊張回避の方法を学びます。

⑥演習を通して、プレゼンテーションスキルの向上を図ります。

本研修のねらい

本研修のゴール

① 研修に積極的に参加して、グループ討議などはできる限り発言し、理解を深める
ようにしてください。

② 分からないことは講師に質問して、疑問を残さないようにしてください。

③ 気分が悪い・空調が強い・スクリーンが見えにくいなどありましたら、講師・事務局
まで伝えてください。

④ 携帯電話は、電源をオフにするかマナーモードにしてください。

⑤ ノートパソコン・スマートフォン・タブレット・携帯電話などの使用は遠慮してくださ
い。

研修を有意義な時間にするために

章・ページのポイントを示しています。
おおよその内容をつかんでください。

研修・章のゴールを示しています。

理解を促進するための補足を示して
います。参考にしてください。

研修の理解を深めるためのコラムを
示しています。参考にしてください。

演習を示しています。個人演習や
グループワークで理解を深めます。

研修で学んだことを実行に移す方法
を示しています。

研修・章のまとめを示しています。学
んだことを再度整理しましょう。

マークの説明

講師からのアドバイスです。
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プレゼンテーションの型①

プレゼンテーションには、相手に分かりやすく伝えるための代表的な型があります。
ここでは、その型を学び、型に基づいて文章を作成してみます。

相手に分かりやすく伝えるためには、下記の構成で伝えることが大切です。

分かりやすいプレゼンテーションの構成

プレゼンテーションの代表的な型（ホールパート法）

ホールパート法とは、①結論→②詳細→③結論の順番で、相手に簡潔に説明する方法です。
「Whole（全体・結論）」「Part（部分・詳細）」を述べるので、ホールパート法と呼んでいます。

Whole3 最後に、結論を再度述べて終わる。

Whole1 まずは、結論を述べる。

説明の終わり

説明の始まり

Part2 結論の詳細を述べる。

これから、上記の構成に基づいた3つのフレームワークを紹介します。
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プレゼンテーションの型②

プレゼンテーションの代表的な型（PREP法）

PREP法（プレップ法）とは、①結論→②理由→③具体例→④まとめの順番で、相手に簡潔に
説明する方法です。「Point」「Reason」「Example」「Point」の頭文字をとって、PREP法と呼んでい
ます。

P Point4 最後に、まとめを述べる。

P Point1 まずは、結論を述べる。

説明の終わり

説明の始まり

R Reason2 結論の理由を述べる。

E Example3 理由を裏付ける具体例を述べる。

プレゼンテーションの代表的な型（DESC法）

DESC法（デスク法）とは、①客観的描写→②主観的描写→③提案→④選択の順番で、相手を
説得する方法です。「Describe」「Explain」「Suggest」「Choose」の頭文字をとって、DESC法と呼
んでいます。

C Choose4 代替案を述べる・選択肢を提示する。

D Describe1 状況を客観的に描写する。

説明の終わり

説明の始まり

E Explain2
描写を主観的に説明する。自分の気
持ちを表現する。

S Suggest3 状況を変えるための提案をする。
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伝え方の技術①

伝えたいことを的確に相手に伝えるための「伝え方の技術」を学びます。「立ち方・体
の表現」「視線の投げ方」「声の大きさ・速度・抑揚」「間の取り方・話し方」について学
んでいきます。

立ち方・体の表現1

今から、「立ち方・体の表現」「視線の投げ方」「声の大きさ・速度・抑揚」「間の取り方・話し方」について
解説します。ご自身で、注意した方がよい点はチェックしながら聞いてください。

「背筋をまっすぐ伸ばし立つ」を実践するために、壁に背中をつけ
て立ってみることをお勧めします。壁に背中をつけて立ってみると、
頭が前に倒れてしまいます。背筋をまっすぐに伸ばして立つ状態
とは、頭が前に倒れない状態を維持することです。

ちなみに、肩が凝る1つの要因は、頭が前に倒れていることです。
壁に背中につけて立って、頭が前に倒れる人は注意してみると
肩こりが解消するかもしれません。

壁
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プレゼンテーションの内容向上のために

プレゼンテーション内容をより良くするために

プレゼンテーションをより良くするためのポイントをお伝えします。下記の内容を参考
にして、プレゼンテーションのテーマ（P10）の内容をブラッシュアップしてください。

より良くするためのポイント

導入

• プレゼンテーションテーマと聞き手の関心を関連づける。

例）最近社内で、次のようなコンプライアンス違反がありました。

• プレゼンテーションテーマを最近のトピックスと関連づける。

例）素材メーカーのA社が開発した新技術を、自社に導入した場合を検討しました。

• 聞き手を驚かせる。

例）最新の脳科学の発表によると、脳の指示より、体が先に動くことが判明しました。

• 聞き手の好奇心を集める。

例）仮に会議の回数を30％減らすと、年間10億円のコスト削減効果があることが判
明しました。

• 自分が経験したこと・知った事実を語る。

例）営業部門から生産部門に異動して、3つ驚いたことがあります。

中盤

• プレゼンテーションの構成を伝える。

例）今から、主張・根拠・リスクの順番で説明していきます。

• データや事例を加える。

例）実際に、Bラインの工程をこのように変えると、不具合率が22％低減しました。

• 主張・提案のメリットを伝える。

例）SNSによるマーケティングを導入すると、末端消費者のニーズが把握できます。

• 主張・提案のデメリットも伝える。

例）急成長企業との取引は、売上は上がりますが、貸倒れリスクもあります。

終盤

• 主張を強調して述べる。行動を後押しする一言を述べる。

例）来週から一般向けの販売を開始します。その前に、先行予約してください。

• 心に訴えかける内容を述べる。

例）このビジネスを通じて、持続可能な社会を作りたいのです。

• ゆっくり、トーンダウンして終わる。

例）是非、御社の発展のためにも、ご検討ください。



©2016- Growthen Partner Inc. All rights reserved. 16

質疑応答のスキル②

質疑応答を受ける場面は、プレゼンテーション以外にも、説明会・セミナーなど様々
な場面があります。「質問はありませんか？」という問いかけについて、質問者の意
図は実は6種類あります。これらを見極めて、回答することも大切です。

質問の回答方法で、相手の信頼を得ることも可能です。プレゼンターのなかには、プ
レゼンテーションの時間を極力少なくして、質疑応答の時間を長く確保する人もいま
す。ここでは、質問の回答方法について紹介します。
相手の質問に合わせて、相手のストライクゾーンに回答をすることも大切ですが（下
記の①）、相手の真意や視座が高い回答をすること（下記の②）により、相手の信頼
を勝ち取ることもできます。

相手の質問の趣旨

①相手の要望に
合わせた回答

視座の高さ ②相手の要望より
一段高い回答

ちょっと質問の趣旨とは
異なるかもしれませんが、
…という見方もあります



この度は、テキスト抜粋版をダウンロードいただきありがとうございます。
ご覧いただき、いかがでしたか。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

テキストの全ページ閲覧ご希望の場合は

ダウンロードいただいたテキストは抜粋版です。全ページも閲覧いただけます。下記よりお申込みくだ

さい。

https://www.growthen.co.jp/sample/

※フリーメールや個人でのお申し込み、同業他社様からのお申込みはお断りしております。

サービス詳細について知りたい

概要は、本資料の次ページを参照ください。詳細資料は下記よりダウンロードしてご覧ください。

https://www.growthen.co.jp/wp-content/uploads/docs/training_service_GrowthenPartner.pdf

研修内製化について知りたい・社内講師を育成したい

研修内製化、社内講師育成、人材育成などをテーマに、定期的にセミナーを開催しております。無料で

すので、お気軽にご参加ください。

https://www.growthen.co.jp/seminar/

モザイクのないテキストや講師用マニュアルを確認したい

モザイクなしのテキストや講師マニュアルについて、閲覧をご希望の場合は、オンラインミーティング

にてご紹介いたします。（オンラインにて30分程度）

こちらからお問い合わせください。

https://www.growthen.co.jp/inquiry/

自社でどのように活用していけばいいのか相談をしたい

よくあるパターンは、①初回は弊社にて研修実施し（弊社講師を派遣）、研修の様子を録画 ②弊社研

修動画を参考に貴社にて研修実施、という流れです。

研修を実施される際に弊社がオブザーブすることも可能です（有料オプション）

また、現況や実現したいことなどを簡単にお伺いさせていただきながら、貴社にフィットした活用方法

についてご紹介することも可能です。（オンラインにて30分～60分）

こちらからお問い合わせください。

https://www.growthen.co.jp/inquiry/

購入したい・研修お役立ちツールを利用したい

サービスのご利用につきましては、下記より会員サイトにご登録いただき、ご注文頂く流れとなってお

ります。会員サイトからお見積書の作成も可能です。

http://customer.growthen.com/entry/

会員登録は無料で、研修お役立ちツールのダウンロードや、インストラクター養成講座、人事制度セミ

ナーなど全7本の動画を閲覧いただけます。

コンテンツ・テキスト購入以外では費用は発生いたしませんので、お気軽にご登録ください。

株式会社グローセンパートナー http://www.growthen.co.jp/

TEL: 03‐6215‐8717 E-mail: info@growthen.co.jp 

https://www.growthen.co.jp/sample/
https://www.growthen.co.jp/wp-content/uploads/docs/training_service_GrowthenPartner.pdf
https://www.growthen.co.jp/seminar/
https://www.growthen.co.jp/inquiry/
https://www.growthen.co.jp/inquiry/
http://customer.growthen.com/entry/
http://www.growthen.co.jp/
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リーズナブルな価格で効果的な内製化を短時間で実現する

30種類以上の研修コンテンツ。

テキスト・スライド・講師マニュアルなど

研修に必要なツールが揃っています。

新人から管理職まで
幅広く研修内製化1

社内の講師が効果的な研修を実施できるコンテンツサービスです

テキストや講師用マニュアルに沿って進め

るだけで、講師の経験や力量に関わらず、

効果の高い対話型研修が可能です。

やらされ感ない研修が
社内講師でも実施可能2

オンライン研修にも活用可能。社内講師向

けの動画・テキスト、弊社スタッフによる

無料フォローアップで内製化を支援します。

オンライン研修に対応、
内製化サポート充実3

┃研修ラインナップ

※全コンテンツ使用できる「使い放題プラン」もあります。
詳細はお問い合わせください。表示価格はすべて税抜価格です。

┃サービス料金（従量制プラン）

社内研修支援サービス

┃研修キット内容

101 給料と評価の基礎知識

102 ビジネスマナー

104 コミュニケーション（職場の人間関係を築く編）

105 コンプライアンス（法令遵守・ビジネスモラル編）

106 コミュニケーション（仕事の受け方・報連相編）

107 仕事の進め方（優先順位・PDCA編）

109 新入社員スキル定着研修（体験学習・主体性発揮編）

111 自分を守るメンタルヘルス（基礎知識・自己管理編）

112 新入社員フォローアップ（振り返り・マインドリセット編）

113 新入社員・若手社員の心の成長研修

201 OJT（後輩育成編）

202 ティーチング＆コーチング（後輩指導編）

203 プレゼンテーション（わかりやすい資料作成編）

204 被評価者研修（セルフマネジメント編）

206 プレゼンテーション（伝え方の技術編）

207 ファシリテーション（意見の引き出し・合意形成編）

210 ロジカルシンキング（基礎編）

301 若手社員研修（段取り力・コミュニケーション編）

303 リーダー研修（意思決定力強化編）

304 若手社員フォローアップ（レジリエンス強化編）

若手社員向け

新入社員向け

205 ロジカルシンキング（論理的思考・フレームワーク編）

208 財務会計基礎（財務諸表・PL編）

209 財務会計基礎（BS・CF編）

213 生産性の高い会議の進め方

216 企業経営論（基礎編）

302 中核社員研修（PDCA・組織コミュニケーション編）

401 労務管理（基礎知識・働き方改革対応編）

402 評価者研修（目標設定編）

403 評価者研修（評価・フィードバック編）

404 部下・職場を守るメンタルヘルス（メンタルヘルスマネジメント編)

405 パワハラ・セクハラ（基礎知識・パワハラ防止法と対策編)

406 コンプライアンス（コンプライアンスマネジメント編）

407 マネジメント（組織マネジメント編）

409 マネジメント（方針策定・イノベーション編）

411 目標管理マニュアル

420 マネジメント（方針策定・展開編）

423 マネジメント（PDCAサイクル編）

中堅社員向け

管理職向け

※2023年4月現在の情報です。

http://www.growthen.co.jp/
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