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第第第第3章章章章    目的に合わせた話題の選び方目的に合わせた話題の選び方目的に合わせた話題の選び方目的に合わせた話題の選び方 

目的を達成する為には、聞き手の心に染み入る話題を選ぶことが大切です。  

また、話題を逸らさないことも大切です。  

そのためにはどうすればいいのかを学んでいきましょう。  

 

Lesson1    TPO にににに合わせた話し方合わせた話し方合わせた話し方合わせた話し方  

☆いつ、どこで、だれに、何を、どのくらい（時間）話すのか？☆いつ、どこで、だれに、何を、どのくらい（時間）話すのか？☆いつ、どこで、だれに、何を、どのくらい（時間）話すのか？☆いつ、どこで、だれに、何を、どのくらい（時間）話すのか？  

人を前にして話をする時に、いつ、どこで、だれに、何を、どのくらい話すのか

は重要な要素になります。  

 

たとえば、朝礼などで従業員を前に話をする場合、気をつけたいのは朝一番での

小言となるような話は避けるべきでしょう。これから、今日一日を充実ある日に

しなければならない一番大切な時間です。この時に、小言となるような話を長々

と聞くことになれば、聞き手は意気消沈、やる気を損なっても致し方ありません。

朝一番の話は、明るく、やる気を促す話を簡潔に話すことです。聞き手のモチベ

ーションが上がります。今日一日がんばろうという思いにさせる話を選ぶことが

大切なのです。  

 

とは言っても、時には小言と取られる話をしなくてはならない時もあるかもしれ

ません。しかし、そのような時でも話の最後にはモチベーションを上げる話を用

意することです。  

例えば業務上のミスがあり、お取引様に迷惑を掛けてしまったとします。  

業務上のミスの指摘と、お取引先様に迷惑を掛けてしまった事実は伝えなくては

なりません。しかし、ミスの指摘と、お取引先様に迷惑を掛けてしまった事実を

伝えるだけの話で終わってしまった場合、聞き手のモチベーションは下がりっぱ

なしです。やる気を失わせることになるかもしれません。また、ここまでの話な

ら誰でもできる話になります。  

 

☆失敗をモチベーションアップに変える話し方☆失敗をモチベーションアップに変える話し方☆失敗をモチベーションアップに変える話し方☆失敗をモチベーションアップに変える話し方    

あなたが話し上手になるために、或いは人の行動を促せる人となるためには、失
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敗を指摘しただけの話で、終わりにしてはいけません。  

大切なのは、たとえミスがあったとしても、既に起きてしまった事実を中心に話

すのではなく、起きてしまったミスを、いかに今後に繋げていく話しにもって行

くのかが、重要になります。  

すなわち、ミスはミスとしても、いかに聞き手のモチベーションを上げる話しに

置き換えることができるかが大切なのです。  

では、どのように話せば良いのか一例をあげましょう。  

 

ミスの指摘と、お取引様に迷惑を掛けてしまった事実を伝えた後に、引き続きこ

のような話しをしてみましょう。  

「しかし、このミスは必ず今後に活かせる大切な教訓を私たちに教えてくれまし

た。そして、その教訓を活かせる力を皆さんは持っていると信じています。今回

の件でくよくよと後ろ向きに捉える人間がここには誰ひとりいないことが（我が

チーム 我が部署 我が社）誇りです。今日からまた、心をひとつにして頑張っ

て行きましょう」  

 

ミスをミスとして指摘しただけの話しで終われば、モチベーションは下がり、暗

い雰囲気になってしまいます。当事者は自責の念に駆られるでしょう。尚且つ、

人間は防衛本能が働きますから、悪い事はしたと思いながらも、「自分ひとりのせ

いじゃない」と思ってしまう場合もあるでしょう。時には「こんな会社にいたく

ない」と退職をしてしまう場合も考えられます。  

 

これでは、今後の仕事に悪影響を与えかねません。そこで、例文のように、モチ

ベーションを上げる話しに置き換えることができれば、当事者は今回のようなミ

スは二度とするまいと心に誓うことでしょうし、第三者であっても、暗い気持ち

にならずに、前向きな気持ちで仕事に取り組もうとする意欲が湧くことでしょう。 

 

簡潔明瞭でモチベーションの上がる話しであれば、一日のスタートを気持ちよく

切れることになります。  

このように人前で話す場合には、いつ、どこで、だれに、なにを、どのくらい話
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せば良いのか、TPO に合わせた話しをすることが大切です。  

 

☆ここをチェック☆ここをチェック☆ここをチェック☆ここをチェック  

いつ・・・話すタイミングは大切です。直ぐに話しをしなければいけないことな

のか。  

     朝に話す方が良いのか、帰り際に話す方が良いのかも考えましょう。  

     また、週初めに話す内容なのか、週末に話す内容なのかも、考慮しま

しょう。  

     週初めの話しであれば、一週間に渡って、週初めの話しを意識して過

ごすことになります。明るい話しや、希望を感じさせる話しであれば、

モチベーションが上がり、業務上で思わぬ効果があがることもありま

す。  

逆に週末であれば、休みの間に冷却期間が訪れます。小言になるよう

な話しや、部下を叱るようなときには、このようなタイミングが良い

でしょう。  

     相手があっての話です。効果の高いタイミングに話すように心がけま

しょう。  

 

ワーク  あなたが、聞き手の立場であったら、どんな話なら朝の話として受け

入れやすいですか？週初めなら、どんな話が活力となりますか？逆に、

終礼、週末の話なら、どんな話しの内容なら受け入れやすいですか？

考えてみましょう。  

 

 

 

 

 

どこで・・話す場所によっても、話の効果は変わります。1 対 1 の話よりも 1 対

多数に話す方が、話の影響力は強いものです。これは、良い意味でも、

悪い意味でも同じ影響力が出てきます。影響力を考え、話す場所を考
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慮しましょう。  

 

ワーク  褒められるのであれば、みんなの前で褒められたいですね。逆に叱ら

れるのであれば、人前では嫌なものです。これは、話の影響力による

ものです。  

     このように、1 対多数で話すことが良いもの、1 対 1 で話すことが良

いものを考えてみましょう。  

 

 

 

 

 

だれに・・話の内容を、一番理解して欲しいのは誰なのか。キーパーソンや、タ

ーゲットは誰なのか。これらも明確にしましょう。理解して欲しい相

手が明確であればそれだけ、理解して欲しい方に合わせた話をするこ

とができます。 

 

ワーク  一番理解して欲しい相手を明確にして、その方に合わせた話の内容に

なっているか確認してみましょう。 

 

 

 

 

 

なにを・・話す内容が、聞き手の立場に立った時に、受け入れられる内容になっ

ているかを、吟味することです。聞き手は、聞きたい話しは耳を貸し

てくれますが、聞きたくない話しは耳をふさぎます。話し手は自分の

感情を優先するのではなく、聞き手の感情を優先した表現方法で話し

をしましょう。  
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ワーク  話し手の言いたいことだけを述べるのでは、聞き手は聞く耳を持ちま

せん。聞き手の立場に立った話の内容になっているか、確認してみま

しょう。  

 

 

 

 

 

どの位・・話す時間も大切です。同じ内容の話を長々と聞かされたのでは、聞き

手としては、たまったものではありません。簡潔に分かりやすく話す

ことを心がけましょう。人間の集中力を考えると、ひとつの話題に集

中できる時間は、おおよそ 3 分と言われています。それを超えると、

聞き手の集中力は下がり始めます。よほど面白い話や、強い関心を持

っていなければ、聞き手の集中力は続かないと思っていたほうが良さ

そうです。ひとつの目安として下さい。  

 

ワーク  あなたの話す話題が、3 分以内に収められているか、確認してみまし

ょう。400 字詰め原稿用紙 1 枚が、概ね 1 分から 1 分 30 秒程度で読

めます。3 分の話題であれば原稿用紙 2 枚から 3 枚がひとつの目安に

なります。  
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Lesson2    聞き手を知ろう聞き手を知ろう聞き手を知ろう聞き手を知ろう  

☆聞き手を知る☆聞き手を知る☆聞き手を知る☆聞き手を知る  

スピーチを成功へと導きたいのなら、聞き手に合わせた話しをすることが、成功

への近道となります。その為には、聞き手の情報を、少しでも多く知ることに越

したことはありません。  

なぜなら、聞き手に合わせた話しは、聞き手自身が「自分に向けて話をしている

のだな」と、思いながら聞くことができるからです。この効果は非常に高く、聞

き手が感情移入をしやすくなります。感情移入をして聞いてくれれば、それだけ

あなたの話に興味を持って聞いて頂けることになります。  

聞き手の立場に合わせて話をしなければ、興味を惹かせることも、理解させるこ

とも困難になってしまいます。  

では、話し手は聞き手のどのような情報を知ることができれば、話しやすくなる

のか。ポイントとなる項目を挙げてみましょう。  

 

☆年齢☆年齢☆年齢☆年齢  

聞き手の年齢層を把握しましょう。若い方を対象に話すのか、ある程度年齢を重

ねた方を対象に話すのか、によっても話し方は変わります。不特定の年齢層の方々

が聞き手として参加される場合でも、どのくらいの年齢幅があるのかを把握し、

メイン年齢層の方々を中心に話すように心掛けます。  

なぜなら、年齢層によって、聞き手が持っている社会経験、時代背景、知識、習

慣が違うからです。  

 

たとえば、あなたがプロ野球の話しを引き合いに出したとしましょう。年齢層が

高ければ、王さんや長嶋さんのエピソードを引き合いに出せば聞き手は関心を持

ちやすくなります。30 代・40 代位の年齢の方を中心に話すのであれば、イチロ

ー選手や松井秀喜選手の活躍の話や、ウラ話などは興味を惹きやすいでしょうね。 

聞き手が過ごしてきた時代背景に話しを合わせることで、聞き手は脳裏にイメー

ジを思いお越しながら話を聞くことができます。  

逆に、聞き手が若い方であるにもかかわらず、金田正一さんや、稲尾和久さんの

話しをすれば、プロ野球史上に名を残す名投手の話しであったとしても、若い方
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達はイメージも湧きませんし、時代錯誤も甚だしいと思われてしまうかもしれま

せん。  

それぞれの時代背景などに合わせた話を用いることで、聞き手は、あなたの話に

興味、関心、共感を覚え、感情移入しやすくなります。  

 

☆収入☆収入☆収入☆収入  

参加者の収入も把握できるに越したことはありません。もちろん、細かな収入金

額の把握は難しいでしょうから、概ねで結構です。一般的には、若い方より中高

年の方々のほうが収入金額は高いでしょう。既婚者と未婚者では、未婚者のほう

が自由になるお金を持ち得ています。また、個人より法人のほうが使える額は多

いのも事実です。この程度の把握は必要になります。  

なぜなら、概ねの収入を把握することで、参加者の収入に応じたお金の話題や、

エピソードを取り入れることができるようになります。  

 

10 万円のお金なら自由に使える方でも、1000 万円の話をされれば自分には関係

のない話と思われてしまいます。  

聞き手の生活に即した話しは興味、関心を惹きやすくなります。  

 

☆性別☆性別☆性別☆性別  

男性を対象に話すのか、女性を対象に話すのか、或いは聞き手に男性、女性の区

別はないのか。なども事前情報として知っておくべきです。  

さらには、参加者の男女比も把握しましょう。男性が参加者に多い場合は一般的

に話の中に実績やデータ、裏付けを多く用いた話しにすると理解してもらいやす

くなります。  

女性が多い場合には、具体例や感情に訴える話を多く用いることで、感情移入し

てもらいやすくなります。  

 

これは、男性と女性の脳に違いがあるからです。女性の脳は話す能力に優れてい

ます。「井戸端会議」の言葉にも表れているように、昔から女性はおしゃべりをす

るのが得意でした。子育てや近所づきあいもあり、相手の感情を読むことに長け
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ているのです。逆に男性の脳は、解決策を求めることや、解決策の提示をする能

力に優れているようです。逆に言えば、余計な話を聞きたがらず、答えを求めよ

うとします。（男女の脳の違いについては、世界的なベストセラー「話を聞かない

男、地図が読めない女」に書かれています。興味ある方は参考にすると良いでし

ょう）  

とはいえ、男性の参加者が多いからと言って具体例や感情に訴える話をしないの

ではなく、話のバランスとしてどちらに重きを置くのが良いのかという意味にな

ります。  

 

☆地域☆地域☆地域☆地域  

地域性を把握することも、スピーチを有利に進めるひとつの方法です。狭い日本

と言われますが、それでも北の地域性と南の地域性では大きく変わります。  

 

たとえば、筆者の経験ですが、東北方面では一生懸命に話している姿に共感を持

って頂ける地域性だと感じています。多少口下手でも、つっかかりながらの話で

も、あがりながらの話でも、ひたむきな一生懸命さが表に現れれば、受け入れて

頂ける地域と感じています。むしろ、変に話し上手であったり、丁寧過ぎる話で

あったり、流暢に話し過ぎると、かえって聞き手との距離が離れてしまうように

感じます。  

 

関西方面では、リズムとテンポが大切だと感じています。真面目にありきたりの

話をすると、なかなか聞き手の心を掴むことができません。ユーモアの中に、真

面目さを取り入れながら、少しハメを外した会場の雰囲気にできると、聞き手の

共感を掴むことができます。  

 

九州方面では、話し手の熱さに共感を覚えて下さる方が多いと感じています。話

し手の感情を敏感に察し、話し手の熱意に応えて頂ける地域性があるように感じ

ています。  

感情を表に出さない話し方や、熱意を感じられない話し方、或いは、説明的な話

し方を好まない傾向性があるように思います。  



 9

関東方面では、各地域の平均値でしょうか。一生懸命だけでは伝わりにくいし、

ユーモアも多過ぎると、ふざけ過ぎと思われるようです。話し方のうまさや、聞

き取りやすさも他地域に比べ、シビアに評価の対象として見られると感じます。  

これらはあくまで、筆者の経験からの話ですから、何か裏付けがある訳ではあり

ませんが、地域性を考慮して話した結果での成功体験です。是非、参考にして下

さい。  

 

その他にも、地域性を活かす方法はあります。  

昔から「住めば都」という、ことわざがあるように、住んでいる地域には誰しも

が少なからず愛着を持っているものです。そして地域の特性を表わすものにも愛

着を持っています。  

地域の特性というのは、名産品や名物と言われるもの。その地域のお祭りや催し

物など。  

実は、地元の方は、地域の代表的なお祭りや、催し物というのは、他の地域にも

知れ渡っている有名な催事と思っている方が多いのですよ。  

 

たとえば、神奈川県平塚市には七夕祭りがあります。非常に大きなお祭りで、祭

りの開催期間も、概ね 7 月 7 日を挟みながら催されます。ちょうど現在の七夕の

日と重なります。しかし、全国的には宮城県仙台市の七夕祭りのほうが知られて

いるようです。歴史的には仙台市の七夕祭りが古いからですね。しかし、平塚市

近郊にお住まいの方は、日本で一番の七夕祭りは、「湘南ひらつか七夕まつり」と、

おっしゃいます。話し手としては素直に受け入れて、話の冒頭にでも組み込めば、

親近感はグッと縮まります。  

 

同じように地域の特産品などの話題も受けがいいようです。各県には、それぞれ

の名産品や、特産物があります。これらも予備知識として蓄えておくことが良い

でしょう。  

 

たとえば、青森県のホタテ、山形県のさくらんぼ、富山県の鱒鮨、愛知県の八丁

味噌、大阪府のたこ焼き、広島県のお好み焼き、長崎県のカステラ、宮崎県の地
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鶏、などなど、各県には自慢の一品が必ずあります。それにも自負心を持ってい

るようです。  

誰しもが誇りに思っている郷土自慢を、地域以外の人間が知っていたり、関心を

示されたりすれば、やはり嬉しいものです。親近感もグッと湧き、好印象を持っ

てくれることでしょう。  

 

このように、地域の名産品や名物、或いはお祭りや催事などの話題を取り上げる

と、聞き手に好印象を残しやすくなります。  

今や、インターネットで調べれば、これらの情報を簡単に入手することができま

す。話し手が、地元以外で話す場合には好印象を与える有効な手段となります。

是非、参考にして下さい。  

 

☆テーマについての知識☆テーマについての知識☆テーマについての知識☆テーマについての知識  

聞き手がテーマについて、どの程度の知識を持っているのかを知ることも大切で

す。初心者なのか、初級者なのか、中級者なのか、或いは専門知識を既に持って

いるのか。これらによっても話し方は変わってきます。  

初心者の方に専門用語を使って話をすれば理解をしてくれません。当然、あなた

の評価は難しい話をする人。或いは、分からない話をする人とレッテルを貼られ

てしまいます。  

また、専門分野で活躍されている方に初心者向けの話をしても飽きられてしまい

ます。稚拙な話し手と思われても致し方ありません。  

 

このように、聞き手の知識レベルに合わせた話にすることが必要になります。  

但し、ここで注意をしなくてはいけないことがあります。話の内容は聞き手の知

識レベルに合わせることが必要ですが、話し方や表現方法は、簡単な言葉を用い

ることです。難しい言葉を使うことがスピーチ上手という訳では決してありませ

ん。難しい話を簡単な話に置き換えて話すことが大切なのです。これができれば、

聞き手から分かりやすい話し手として評価をして頂けます。詳しい方法は次章で

述べることにしましょう。  
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ワーク  

あなたが話をする時の、聞き手分析をしてみましょう。聞き手の中にキーパーソ

ンやターゲットの存在が分かっているのなら、さらに、キーパーソンやターゲッ

トについても調べる必要があります。  

年齢  

 

 

収入  

 

 

性別  

 

 

地域  

 

 

知識レベル、その他  
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Lesson3    聞き手の「わかる！」を手に入れる。聞き手の「わかる！」を手に入れる。聞き手の「わかる！」を手に入れる。聞き手の「わかる！」を手に入れる。  

人前で話す時には、テーマと目的があります。そして、話し手はテーマにそって

話を伝えます。テーマに沿って話を作り上げる為には、どのような点に注意を払

い、話す内容については、どのような点に注意をすればよいのか見ていきましょ

う。  

 

☆軸をぶらさない☆軸をぶらさない☆軸をぶらさない☆軸をぶらさない  

スピーチをする時には、必ずテーマがあります。  

ビジネスをテーマに据えれば、ビジネスに関連するお話をしなければいけません

ね。しかし、ビジネスに関する話と言っても、話す範囲は非常に広くなってしま

います。一度のスピーチでビジネス全般を題材にしたら、とてもではありません

が話しきれません。  

そこで、ビジネスについての話の中でさらに、テーマを絞る必要があります。こ

の時、テーマの絞り方としては、聞き手に合わせ、話す内容を選ぶようにしまし

ょう。  

 

たとえば、聞き手が新入社員であった場合は、新入社員のマナーなどがスピーチ

テーマになりそうですね。社会人のあるべき姿や、仕事をしていく上で挨拶の大

切さ、などの話がスピーチの内容になりそうです。  

 

このように、テーマが決まったら、話す内容は、テーマに沿った内容を盛り込ま

なければいけません。  

話し手がビジネス関連の話ならいくらでもできると思い、あれもこれもと、スピ

ーチに組み込んでしまうようなスピーチは、決して上手なスピーチとはいえない

のです。聞き手からしてみれば、短い時間で、余りにも多い情報量についていけ

なくなってしまいますし、さらには、テーマから逸脱した内容の話しを聞かされ

れば、「結局、何の話しだったの？」と話しを消化できなくなってしまいます。  

 

分かりやすいように、テーマを「挨拶」として、軸がぶれた例文を上げてみまし

ょう。  
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朝の挨拶は、気持ちよく元気にしましょう。明るく元気に声を掛けるだけで、職

場に活気が出てきます。恥ずかしがらずに大きな声で挨拶することです。あなた

自身も気持ち良くなるでしょう。声を掛けられた方も、決していやな気分はしま

せん。挨拶がしっかりできる人は、コミュニケーション能力の高い人間として、

評価にもつながることになります。  

挨拶は職場だけではなく、私生活でも進んで行いましょう。電車に座っている時

などでも、お年寄りがきたら、「どうぞ、お座り下さい」と声をかけることです。

これも、挨拶のひとつですし、このように、言葉を掛けることができれば、あな

たのコミュニケーション能力はどんどん鍛え上げることができます。  

昔ながらのことわざで、「一期一会」という言葉があります。  

一期は一生を意味し、一会は、今この時の出会いを意味します。  

明日、同じ人に会ったとしても、今日の出会いは一生に一度の出会いということ

です。その時その時を、大切にしようという教えです。  

同じようなことわざで、「袖振り合うも多生の縁」ということわざもあります。こ

れは、すれ違い様に袖を触れ合うだけの間柄でも、実は何度も繰り返された過去

の世の縁によるもの。すべては理由のないただの「偶然」ではなく、縁によって

定められた「必然」という意味です。このように、人が生活していく上で・・・・・。  

 

このような話ですと、話の内容は悪いものではありませんが、スピーチの冒頭に

挨拶の大切さを話しますが、最後には人の縁についての話になっています。  

聞き手にとっては、話が広がり過ぎてしまい、ポイントがぼやけてしまうことに

なります。結局のところ、「何が言いたかったのだろう？」と、いったことにもな

りかねません。「挨拶」をテーマにしたら、挨拶について話すようにすることです。  

 

このように、話す内容を絞ることを「フレーミング」と呼びます。これはフレー

ムから来ています。フレームですから「枠」ですね。枠の中に収めることを意味

します。話す内容を決める時には、常に、話の内容が枠の中に納まっているかを

考えることです。このことを意識することで、テーマから軸がぶれず、分かりや

すい内容の話を作り上げることができるようになります。  
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☆何について話すのかを明確にする☆何について話すのかを明確にする☆何について話すのかを明確にする☆何について話すのかを明確にする  

テーマと目的、さらにフレーミングまでの構想ができあがれば、次に話の内容を

吟味する必要があります。ポイントは 2 点あります。  

先ず、1 点目は自分が話のできる内容に収めること。  

2 点目は聞き手の知りたい内容を話すこと。  

この 2 点を意識しましょう。ひとつずつ解説をしていきます。  

 

ポイント 1 

スピーチをすることになれば、話すテーマに沿って話す題材を用意します。  

題材の中には、改めて調べ直したりするものも出てくると思います。  

特にデータや統計などは、最新の情報であれば一番いい訳です。  

10 年も前のデータを出されるよりは、直近のデータを基に話す方が説得力は増し

ます。  

その他にも、自分の知識に確信が持てないことなども、調べ直す必要があります。

確信が持てれば自信を持って話すことができるようになるからです。  

しかし、ここで注意をしなければいけないことがあります。  

調べている最中に、場合によっては、自分の知らなかった情報を手に入れること

があります。せっかく手に入れた情報だからと、その情報もスピーチに込みこも

うと考えた時です。  

情報が自分の知識レベルでも理解のできる内容であれば、スピーチに組み込むこ

とに問題はないのですが、自分の知識範囲を大きく超える情報であった場合は、

スピーチに組み込むことは避ける方が良いでしょう。  

自分自身も納得していないことや、理解できていないことを話しても、聞き手に

伝わりません。  

増してや、「質問されたらどうしよう」などと、思いながら話すようなことがあっ

ては、自信のない態度として、聞き手は敏感に察知してしまいます。  

これでは、より良い情報と思い、話した内容でも、むしろ、聞き手に懐疑心を与

えることになりかねません。  

自分自身の経験や、持っている知識の枠内でスピーチをすれば、自信を持って話

ができます。自信を持った話は、それだけで説得力があるものなのです。  
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ポイント 2 

スピーチで最も重要な事は、聞き手が決定権を持っていることを、話し手が理解

しているかどうかに掛かっています。  

いくら、話し手が良い話しをすることができたと思っていても、聞き手は、あな

たの話しに全く関心を示さなければ、そのスピーチは成功では無かったことにな

ります。スピーチの成功は、聞き手が聞きたいと思っている話しや、聞き手が欲

しがっている情報を話すことなのです。  

 

聞き手の期待に応えるスピーチにするには、準備の段階で、聞き手にヒアリング

をしてしまうのが一番の近道です。  

聞き手はどんな話を聞きたがっているのか、或いは何が知らなくて、何を知りた

いのか。スピーチに参加して下さる方が分かっているのであれば、事前に参加者

から情報を集めることです。  

これができれば、聞き手の期待に応える話が作れます。  

スピーチの成功は、聞き手の成功にも繋がることになりますから、聞ける情報は、

どんどん聞くようにしましょう。  

 

次に、聞き手に直接聞けない場合ですね。こんな時は、想定される聞き手に近い

人を、あなたの友人や知人から探して聞くようにすれば良いのです。想定される

聞き手と同世代の友人、知人から聞くのも良いでしょう。年代に関係なく、知識

レベルが想定される聞き手と同等レベルの方に尋ねるのも良いでしょう。このよ

うな情報収集が、スピーチの成功へと導く準備のひとつとなるのです。  

聞き手が欲しがっている情報を、話し手が事前に分かっていれば、スピーチをす

るのも怖くなくなります。これらの準備が、自信を持って人前で話せるポイント

でもあるのです。  

 

 

 

 

 


