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本研修のねらい

ビジネススキルとして、効率良い会議の進め方のスキルを学びます。事前準備・場づ
くり・会議進行・振り返り・結論共有の視点から、会議の質を高める技法を学びます。
また、技法を学びながら、実際に職場の会議ルールを設計していきます。

③ 事前準備・場づくり・会議進行・振り返り・結論共有の視点で、会議の効率化を図
る方法をお伝えします。

④ 全体をとおして、職場の会議のルールを共有し、実際の会議でも活用できるよう
にします。

なぜ、本研修が必要か

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。

① 会議効率化に向けて、会議の絞り込み・参加者の絞り
込み方法について理解します。

② 会議には、情報共有・アイデアだし・意思決定の会議が
あり、それぞれの事前準備や会議進行の方法を学びま
す。

本テキストは効率よい会議の方法として、23個のルールを解説していきます（アドバイス部分
で明示）。職場の状況に応じて、それらを絞り込んでルール化すると良いでしょう。



©2018- Growthen Partner Inc. All rights reserved. 2

アイスブレイク①

ランチの場所を決める模擬会議をとおして、会議の参加者にはそれぞれの思惑があ
り、その思惑から発言が生まれることを理解します。逆に、司会者はその思いに寄り
添った司会進行が必要なことを体感するワークを行います。

ランチの場所を決めよう！

11:55に午前中の会議が終了しました。会議のメンバーでランチに行くことにしました。
下記のお店から1つ選びたいと思います。

【オブザーバー】
1つのチームが上記の模擬会議を実施して、他の参加者はオブザーバーとして参加していただく形にな
ります。

【会議のスタート】

課長「ミーティングも終わったし、皆でランチに行こうか？」

司会者「では、候補にあがった3つのお店のどこにしましょうか？」

でスタートしてください。

【オブザーバーの役割】

会議メンバーがどのような心境で発言しているのかという視点で観察してください。も
し、自分が司会者だったら、メンバーの気持ちに寄り添った発言としてどのような発
言をするのか考えてみてください。次のページに観察メモがあります。
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多すぎる会議①

ベイン・アンド・カンパニーのマイケル・マンキンス、エリック・ガードン著作の『TIME・
TALENT・ENERGY』のデータを参考に、自社の会議について問題点を抽出します。

多すぎる会議

ベイン・アンド・カンパニーの調査によると、典型的なマネジャーの1週間（週40時間）を例にす
ると、会議が21時間、メール対応が8時間、個人作業が11時間という割合で時間を使っている
そうです。その中で、会議の回数・会議の参加者数・メールの数を減らせば、週16時間以上（労
働時間の40％以上）の時間を取り戻せるという調査結果になりました。

出席が必要だった

会議に最初から最後まで
出席する必要はなかった

出席の必要はなかった

予定に入れるべきではなかった

必要

受け取るべきで
はなかった

返信すべきでは
なかった

個人レベルの
作業時間

週16時間以上を取り戻すことが可能

会議21時間 メール8時間 個人作業11時間

出典） 『TIME・TALENT・ENERGY』 マイケル・マンキンス、エリック・ガードン著

1ヵ月の会議の振り返り

会議名 会議時間
会議の振り返り
（①～③記入）

会議の
削減効果

例）Aプロジェクトの進捗会議 例）2時間 例）③ 例）2時間

時間 時間

時間 時間

時間 時間

時間 時間

時間 時間

時間 時間

削減効果の合計 時間※）必要に応じて2週間など短縮してください。
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事前準備の視点①

会議の効率化について、事前
準備の視点で効率化の技法を
お伝えします。職場に必要な
ルールを絞り込み、実際に運
用することを目指します。

会議の目的の明確化

会議の目的は、大きく3種類に分類されます（1つの会議に複数の目的が存在することもあり
ます）。会議を開催する前に、会議の目的をはっきりさせましょう。

【会議のルール】

会議の目的が、情報共有であるか、アイデアだしか、意思決定なのかをはっきりさせ
る。

会議のゴールの明確化

会議のゴールを明確にすることで、参加者の事前準備や会議中の議論の活性化を促進する
ことができます。

会議
開始

会議
終了

事前準備 結論共有場づくり 会議進行 振り返り

①会議の種類の明確化
②会議のゴールの明確化
③メンバーの絞り込み
④会議アジェンダの共有
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事前準備の視点④

会議参加者に依頼する事前準備

上記のアジェンダに、会議前に参加者に求めることを明記すると会議の効率化が図れます。
会議の目的別に下記のような事前準備をお願いしましょう。

会議の種類 参加者に依頼すること

情報共有
①情報共有に向けた資料の準備
②情報共有に向けた発表の準備
（発表時間は、1名あたり5分など決めておくと良いでしょう）

アイデアだし
①会議の目的と出してほしいアイデア
②事前課題として、アイデアを考えてきてもらう
（事前課題として、アイデアを3つ考えて参加するなど決めておくと良いでしょう）

意思決定
①事前に意思決定に必要な資料を読み込んできてもらいましょう。
（会議中に説明する時間をできる限り短縮しましょう）

②事前課題として、自分なりの決定内容などを考えてもらうことも有効です。

【会議のルール】

①事前にアジェンダを作成して、参加メンバーに告知する。

②参加者に事前準備・事前課題を依頼する。

会議アジェンダの書き方

会議の成果の9割は事前準備で決まると言われています。会議のアジェンダは可能な限り具
体的・網羅性をもった論点を明確にしておくと良いでしょう。一般的なアジェンダは下記のとおり
です。

【アジェンダの書き方】

【ポイント1】
会議終了時点のゴールを明示
しておくこと

【ポイント2】
会議参加者の役割を明示して
おくこと

【ポイント4】
会議参加にあたり必要情報は
事前に共有すること

【ポイント3】
会議のスケジュールを事前に
設計しておくこと
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会議進行の視点～情報共有～①

ここから、会議の効率化につい
て、会議中の会議進行の技法
を学びます。ここでは、効率的
な情報共有会議の進め方を理
解します。

情報共有会議の定義とルール

情報共有会議は、会議参加者同士の情報共有が目的です。具体的には定例会議・報告会
議・連絡会議・スケジュール調整会議などの名称で運用されていると思います。

しかし、情報共有会議こそ、時間内に終了しないことが多いです。その理由は、情報共有会議
が、途中からアイデアだし（問題の深堀りなど）になったり、意思決定（今後の打ち手など）に
なったり、というように目的が変化するからです。

そういったことも含めて、下記のルール徹底が望ましいです。

【ITの力を借りて情報共有会議の効率化】
情報共有会議の効率化に向けて、ITツールを使うことが有効です。

① 情報共有・議事録作成
Googleドライブなどを活用すると、複数人でデータの共有ができたり、コメントを残せ
たりするので、事前に情報を共有し、会議中に議事録を作成することも可能です。事
前に情報を共有することで、会議の時間を半分に短縮できた会社もあります。

② オンラインミーティング
インターネット回線の速度が上がっているので、Zoomやチャットワークなど、無料・低
料金で高画質・高質音量・画面共有ができるアプリケーションが増えています。遠距
離のメンバーも気軽に情報を共有することができます。

会議
開始

会議
終了

事前準備 結論共有場づくり 会議進行 振り返り

①情報共有会議の技法
②アイデアだし会議の技法
③意思決定会議の技法
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会議進行の視点～意思決定～②

意思決定会議で起きやすい問題の解決策①

悪い例

議論が空中戦になることが良くあります。それは、会議で論点が共有されていないことから起
きます。

●論点がずれる・議論が空中戦になるケースの対処方法

論点が共有されていないので、それぞれ自分の視点で発言します。

良い例 論点は、問い・質問（疑問形）です。その問いに対して、参加者は自分の主張を
述べるのが会議になります。

適切な論点（問い・質問）を司会者が投げることが大切です。

【会議のルール】

意思決定会議では、司会者が論点を明示する。

会議では、司会者が話しやすい質問からスタートすることが大切です。下記の切り口
を参考に、話しやすい質問からスタートしてください。

• 仮説より、データがあった方が話しやすい。

• 解決策より、現状の問題が話しやすい。

• あるべき姿より、現状・過去の状況が話しやすい。

• 自社・自分のことより、一般的なことが話しやすい。

A工場への
Xシステムの導入に
関して可否を
決定したい

A工場よりB工場の
方が優先度が
高いと思います

Xシステムは
工期が長いので、
他の方法が

良いと思います

A工場へのXシステムの
導入に関して、どのような
点を検討したら意思決定

できますか？

A工場へのXシステムの
導入に関して、導入を決定
したいのですが懸念点は

ありますか？
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会議進行の視点～意思決定～④

意思決定会議で起きやすい問題の解決策③

資料を準備しても、その資料に関する指摘や、作成した資料以外の話を求められることが多
いものです。この場合は、組織または個人が完璧主義であることが多く、表現を変えると100％
の情報がないと決められない組織・個人の場合が多いです。

会議をして資料が増えて、また会議をして資料が増える悪循環にならないように、準備した資
料で決議するというルールを作ると良いでしょう。また、事前に司会者が資料を確認して、不足
がある場合は、会議の前に準備を依頼することが望ましいでしょう。

●必要以上に資料を求められるケースの対処方法

【会議のルール】

準備した資料で意思決定を行い、それ以上の資料を要求しない。

意見は出るが決まらないケースは、意思決定方法が明確になっていない問題かもしれません。
意思決定方法は、①意思決定者の決断 ②参加者の多数決 ③全員合意 ④議案の評価を
行い決議 などの方法があります。事前に、意思決定方法を明確にしておくことがお勧めです。

●意見は出るが、決議しないケースの対処方法

【会議のルール】

意思決定会議では、事前に意思決定方法を明確にする。

決議事項によっては、利害関係が生じて、お互いに意見を譲らないケースもあります。その場
合は、お互いの視点の食い違いによるケースが多いため、司会者が視座を上げる質問を投げ
かけると良いでしょう。

●利害関係が生じて、お互いが一歩も譲らないケースの対処方法

【生産部門の参加者】 【営業部門の参加者】

【司会者】

営業部門の要望を
全部聞いていると、
仕様が増えてコスト
アップになりますよ

ライバル他社に

太刀打ちできない
から、別仕様が
必要なんだよ

今期の方針や直近の
業績を加味した場合、
どちらの意見を受け入
れた方が良いですか？

当社の利益最大化を
考えた場合に、双方の
主張を取り入れた他の
案はありませんか？
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※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 
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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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