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第第第第4章章章章    話の構成を組み立てる話の構成を組み立てる話の構成を組み立てる話の構成を組み立てる 

伝えたいメッセージとテーマ、そして、話す内容が決まったら、次にシナリオを

作り上げます。この章ではスピーチ用のシナリオ作成の心構え、シナリオ作成法、

文章構成法を学びます。  

 

Lesson1    スピーチ原稿の大枠をスピーチ原稿の大枠をスピーチ原稿の大枠をスピーチ原稿の大枠をつくるつくるつくるつくる  

☆スピーチ原稿は必要？それとも不要？☆スピーチ原稿は必要？それとも不要？☆スピーチ原稿は必要？それとも不要？☆スピーチ原稿は必要？それとも不要？  

スピーチ原稿は必要か。はたまた不要なのか。このような質問をされる方がいま

す。世にたくさん出ているスピーチの本や、プレゼンテーションの本を見ますと、

必要と書いてある本もありますし、不要と書いてある本もあります。勉強家の方

ほど、多くの本で勉強していることでしょうから、きっと悩まれるでしょう。何

を信じていいのか分からなくなってしまうことになります。  

また、スピーチを勉強したての方であれば、初めて手にした本に必要と書いてあ

れば、必要と思いこむでしょう。逆に不要と書いてあれば、スピーチ原稿は要ら

ないと思ってしまいます。スピーチ原稿の必要論、不要論は、色々とそれなりの

理由はあるようですが、人前で話すことに興味があり、上手に人前で話しがした

いのであれば、原稿を作ることをすすめます。  

 

なぜなら、一度、紙ベースで書けば、記録として残ります。原稿を書いている最

中に「これは」と思う言葉にめぐり会うことも、しばしばあります。せっかく、

めぐり会えた言葉でも、原稿に書かずにいれば忘れてしまい、スピーチの時には

思いだせなくなることもあるでしょう。  

また、スピーチ終了後には反省材料としても使えます。  

同じようなテーマで話をする機会に恵まれれば、すでにたたき台はできあがって

いることになります。これら、スピーチ原稿をストックしておけば、ゆくゆくス

ピーチをする時の自信にも繋がっていきます。  

 

但し、スピーチ原稿の作り方や、使い方が解っていなければ無用の長物になり得

ます。  

作り上げた原稿に頼りすぎると、出てくる言葉（話し）は記憶から出てくること
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になります。また、原稿を片手に人前に立てば、それは、「読む」行為であり、「話

す」行為ではありません。本来、言葉（話し）は心から出てこなくては、人の心

に響きません。  

それらを踏まえて、スピーチ原稿の作り方を学びましょう。  

 

☆テーマに沿った話題を書き出す☆テーマに沿った話題を書き出す☆テーマに沿った話題を書き出す☆テーマに沿った話題を書き出す  

先ずは、与えられたテーマや、話をするテーマに沿って、自分の棚卸作業から始

めます。  

テーマに関して、自分自身が知っている知識や、失敗経験、成功経験、具体例や、

実例。  

話したいことや、話せること。これらを箇条書きでいいので書き出します。  

また、アイディアや、図解など思いついたものをどんどんメモ書きで構わないの

で書き出します。  

 

たとえば、この講座は「話す技術」がテーマです。  

話す技術の中には、「アイコンタクト」や「ジェスチャー」、「言葉の間」、「抑揚」、

「声の大きさ」、「声の高低」「マイクの使い方」、「身だしなみ」、「笑顔」、「あがり」、

「緊張」・・・・・など、沢山出てくると思います。  

次にこれらのキーワードから、自分の経験した出来事を書き出します。失敗談、

成功談、共に書きだせることができれば一番良いでしょう。  

 

たとえば、「あがり」「緊張」をキーワードとした場合、筆者の経験談ですが、筆

者も人前で話しをする場面に遭遇して、初めから「あがらず」に話ができていた

訳ではありません。やはり、最初は足が震え、何を話したのかさえ覚えていない

経験があります。  

わずか、5 分程の司会進行を任された時のことです。講演の最初の挨拶と、締め

の挨拶。両方を足しても、たった 5 分程の司会です。  

それでも、責任を果たしたい想いや、上手に話したい想いに駆られました。  

それ故、何度も練習をして臨んだにもかかわらず、本番当日は、足が震え、体に

は余分な力が入り、ガチガチ状態になったことを覚えています。緊張は声にも現
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れました。マイクを使って話したのですが、マイクと口元が近すぎた為、スピー

カーから流れる声は割れ、その声を耳にして、さらにあがってしまい、顔が紅潮

していくのが自分でも分かった位です。これが初司会の出来事です。  

 

ここでのキーワードが「初司会の出来事」ですね。  

一言で分かるように「初司会の出来事」とメモ書きします。そして、連想ゲーム

のようにキーワードを探していきます。  

 

初司会の失敗経験をして、なんとか克服したいと思うようになったのです。あが

らずに人前で話しをしたい。緊張しないで堂々と話がしたい。という想いから、

勉強を始めました。情報を集めたり、人から教えて頂いたり、本を読んで勉強し

たりと、たくさんの方法論を学びました。そして、学んだ方法を実践に、実践を

重ね、ようやく、ひとつの結論を見つけました。  

「あがりや、緊張は克服できない」ことに気がついたのです。  

 

ここでのキーワードが「あがりや、緊張は克服できない」です。克服できない事

に気がついたのが、体験談になりますね。  

 

しかし、たくさんの方法論を実践したり、自分自身で思いついたことを試すうち

に、克服はできないが「緩和」することはできる。ということが分かりました。  

 

ここでも「緩和」がキーワードになります。そして、あがりや、緊張を緩和でき

るようになったことが成功体験になります。  

 

そして、緩和する方法論を書き出します。「準備体操」「腹式呼吸」「成功イメー

ジ」・・・・などが次のキーワードになりますね。  

 

これらを、テーマに沿って書きだしたキーワードごとに、どんどん書き出します。

恐らく、メモ用紙 2 枚や 3 枚は直ぐにでも出てくることでしょう。  
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☆書き出したキーワードをまとめる☆書き出したキーワードをまとめる☆書き出したキーワードをまとめる☆書き出したキーワードをまとめる  

次に、書き出したキーワードを大バコ、中バコ、詳細に仕分けします。  

この作業もいたって簡単です。元になるキーワードが大バコになります。  

例文から見てみれば、「あがり」「緊張」が大バコになります。  

この時に「あがり」「緊張」のキーワードをひとつの大バコとしてまとめても構わ

ないと思えば、「あがり・緊張」とひとつにして構いません。  

 

そして関連項目である「初司会の出来事」や「あがりや、緊張は克服できない」

「あがりや緊張の緩和」「準備体操」「腹式呼吸」「成功イメージ」・・・・などが

中バコになります。そして、中バコのキーワードを具体的に文字に落とし込むの

が詳細になります。  

 

但し、ここでは、中バコの仕分け作業で止めて下さい。直ぐには、文字に落とし

込まないようにして下さい。  

 

大バコから中バコの仕分け作業まで進んだら、次の大バコの作業に入ります。  

次の大バコのキーワードが「アイコンタクト」であれば、「アイコンタクト」に関

連する経験や知識からキーワードを探します。  

「アイコンタクト」に関するキーワードが探し終えたら、次の大バコの作業に入

ります。  

次の大バコのキーワードが「ジェスチャー」としましょう。  

同じように「ジェスチャー」のキーワードを関連だて探しだす訳ですが、ここで、

アイコンタクトとジェスチャーは「ボディーランゲージ」として、ひとつの大バ

コにまとめられると思えばまとめて構いません。  

パズルを解き明かすかのように、自由な発想で取り組むことが、より完成度の高

い原稿ができあがります。  

 

☆優先順位を決める☆優先順位を決める☆優先順位を決める☆優先順位を決める  

このような作業を繰り返して行うと、いくつもの大バコができあがりますね。  

大バコの下には中バコが出来ています。  
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そして、それぞれの中バコの項目をみて、話しの重要度を確認します。  

重要度の考え方は、聞き手が欲しがっている内容と思われるもの。  

あなたがこれは話したいという想いが強いもの。  

外せない事実やデータ、具体例、実例。話しがより分かりやすくなり、聞き手が

感情移入しやすい経験談。  

これらの要素を踏まえて優先順位を決めます。中バコの優先順位が決まったら、

大バコの優先順位も決めましょう。  

 

なぜ、優先順位を決めるのかというと、スピーチには、スピーチ時間が決まって

います。この時間の中に、話しを納めなければいけないことがひとつ。そして、

一度のスピーチでたくさんの情報を話せばいいというものでもありません。聞き

手からしてみれば、余りにも多い情報は理解しにくくなります。むしろ、論点を

三つ程度に絞り、より詳しく話しをすることで、聞き手の理解度は深くなります。  

 

ここまでの作業が終われば、次に、スピーチ時間に合わせて優先順位の低い話題

から削除をします。  

これで、残った話は聞き手に合わせた話しになります。  

なおかつ、話し手自身が想いを込めて話すことができる内容です。  

さらには、必要な具体例や経験談、あるいは実績やデータで裏付けされた内容が

残ることになります。  

 

☆話す順番を決める☆話す順番を決める☆話す順番を決める☆話す順番を決める  

ここまで出来上がったものを、ストーリー仕立てに話しがすすむように順番を入

れ替えます。  

 

たとえば、「話す技術」をテーマに考えた場合、「あがり・緊張の緩和」、「ボディ

ーランゲージ」、「事前準備」の三つを論点とします。この三つの論点でスピーチ

をする場合はどのような話しの順番になるのかをみてみましょう。  

ポイントは、話しの流れを時系列で考えることです。  
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「話す技術」を身につける為に、先ずは、事前準備を入念に行うことになります。

ですから、最初の話題は「事前準備」になります。  

事前準備を行った上でスピーチ本番当日を迎えます。  

本番当日は、個人差はあるものの、やはり、あがってしまったり、緊張をしてし

まったりするものです。  

事前準備の次の話題は「あがり・緊張の緩和」の話題が良いでしょう。  

そして、人前で話をする場面では、笑顔やアイコンタクト、ジェスチャーを駆使

して話すことが必要になりますね。  

これは、「ボディーランゲージ」についての話になります。  

このようなストーリー仕立ての順番で話をすれば、聞き手の理解度は深まります。

ですから、「話す技術」のスピーチでは「事前準備」→「あがり・緊張の緩和」→

「ボディーランゲージ」の順番に話しをすることになります。  

 

 

ワーク  

テーマに沿ったキーワードを書き出してみましょう。  
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書き出したキーワードを大バコ、中バコに仕分けしましょう。さらに、優先順位

を決めてみましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話す順番を考えてみましょう  
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Lesson2    原稿を書く前に原稿を書く前に原稿を書く前に原稿を書く前に  

原稿を書く前に、いくつかの注意点があります。  

注意点を守ることで原稿に頼り過ぎない原稿を作ることができます。  

どのような注意点があるのか、一つひとつみていきましょう。  

 

☆スピーチ原稿は自分だけのもの☆スピーチ原稿は自分だけのもの☆スピーチ原稿は自分だけのもの☆スピーチ原稿は自分だけのもの  

文章を書くにあたって、報告書や、企画書などのビジネス文書、あるいは、手紙

などの文章は、人に読んでもらうことを前提とした文章です。  

人に読んでもらうからには、文章を書くにあたって、正確な文章であること、読

みやすい文章であること、誤字や脱字などにも気を配ることがマナーですね。  

 

しかし、スピーチ原稿は人に読ませる文章ではありません。  

ですから、誤字や脱字、正しい文章を書くことに囚われないことです。  

そして、スピーチ原稿での表現方法は口語体（話し言葉）に徹すべきです。  

文語体に直してはいけません。  

 

なぜなら、人が話しをする時には、口語体（話し言葉）を使うのが普通であって、

終始文語体で話しをすることは、非常に限られた範囲でしか使いません。  

スピーチは話しをする場ですから、口語体（話し言葉）で原稿を書くことです。  

 

先ずは、話す内容を、普段の会話をするように口に出して言ってみます。  

そして、そのまま文章にお越します。  

紙に書くと、違和感のある文章になりがちですが、そのまま書き出します。  

特にパソコン上で、ワードなどのソフトを使用して文章を書くと、文章校正を指

示されたりしますが、すべて無視するくらいで丁度いいでしょう。  

どのようなことかというと、「投げれる」と打ち込めば、文章校正機能が働き、下

線部に波模様が表示されますね。  

これは、「ら抜け」を指示されたことになります。  

本来の正しい文章は「投げられる」になります。  

しかし、あなたが普段「投げれる」と話しているのなら、原稿にはそのまま「投
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げれる」と書いてしまうことです。「投げられる」と書き直さないことです。  

普段あなたが使わない言葉を書いた文章にしてしまうと、スピーチ原稿としては

役に立たなくなってしまいます。  

ともかく、口に出したままに、思いのままに、下書きを書くつもりで書いて下さ

い。後からいくらでも、手直しはできます。  

 

スピーチ原稿は、あなたさえ分かればそれでいいのです。せっかく作ったスピー

チ原稿ですが、本番ではあなた自身も使わないのですから。  

 

☆☆☆☆断定表現を使う断定表現を使う断定表現を使う断定表現を使う  

スピーチ原稿のベースとなる書き方は、口語体で書く事と述べました。しかし、

表現については、多少の注意点があります。そのひとつが断定表現を使うことで

す。断定表現をスピーチ原稿に落とし込むようにしましょう。  

 

スピーチをするからには、スピーチ終了まで聞き手に聞く耳を持たせなくてはな

りません。その為には、話し手の自信あふれる表現や、態度は必要になります。  

聞き手は、話し手の自信ある表現と態度に、安心感と、信頼感を抱きます。人は、

自信のある人についていくものです。  

 

自信のない人の表現方法は「～だと思います」「～かもしれません」などの言葉を

多用します。これらの言い回しを多用されれば、聞き手としては安心して聞けま

せんし、信頼もできません。折角、内容の良い話しをしても、聞き手から信頼を

得ることができなければ、そのスピーチは成功したとは言えないでしょう。  

 

言い切ることは、とても勇気のいることです。言葉に責任を持つことにも繋がり

ます。しかし、言葉に責任も持てない話しを、誰が真剣に聞いてくれるのでしょ

う。聞き手は、話し手の勇気と責任に耳を傾けてくれるのです。  

 

スピーチ原稿を断定表現で書き、原稿を書いている段階で、断定表現に慣れるよ

うにしましょう。ここである程度の慣れと覚悟ができてしまえば、スピーチをす
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る時にも、何もしない時より、はるかに抵抗感なく言い切る話しができるように

なります。あなたがもし、原稿に「思う」と書いてしまったら、「思う」の文字に

二重線を引いて消すようにしましょう。覚悟と勇気が湧いてきます。  

 

☆短文で書く☆短文で書く☆短文で書く☆短文で書く  

二つ目の注意点です。短い文章で、たたみかけるように話すと、自信のある話し

のように聞こえます。  

また、短い文章にまとめると、聞き手も聞きやすくなります。  

 

たとえば、「晴れの日が続いていますが、明日は雨になりそうです」この文章は、

「晴れの日が続いています」の文章と「明日は雨になりそうです」の二つの文章

を 「が」 を使って、一つの文章にしています。  

しかし、スピーチ原稿での基本の書き方は短文です。  

これを一つひとつの文章に分けます。  

晴れの日が続いています。しかし、明日は雨になりそうです。  

これが、基本形になります。  

二つの文章に分けると、聞き取り易く、話にスッキリ感がでます。  

 

長い文章はダラダラとした話に聞こえがちです。しかし、スピーチにはリズムと

テンポが必要です。文章を短文でまとめると、リズムとテンポが生まれやすくな

ります。もちろん、文章を無理に分けない方が、意味合いが通じる場合もありま

す。話しの脈絡を考えて対応するようにして下さい。  

 

☆二重否定を使わない☆二重否定を使わない☆二重否定を使わない☆二重否定を使わない  

次の注意点は、二重否定の文章にしない事です。  

二重否定というのは、「やらない訳ではない」という文章や「できないこともない」

などの文章です。  

 

このような言い回しは、普段の会話ではありがちな表現です。しかし、普段の会

話では、両者の会話の流れや、会話の雰囲気で話の内容を理解することになりま



 11

す。ですから、二重否定の言葉がでても、わりと理解しやすいものです。  

しかし、スピーチでは、ほぼ一方的な話しになります。話し手と、聞き手の意思

の疎通は会話をする時と比較して、非常に悪くなります。  

スピーチでは、聞き手が理解しているだろうと思いながら、話しを進めることに

なります。  

この時に二重否定を使うと、聞いている側からしてみれば、否定された話なのか、

肯定した話しなのかを理解するまでに時間が掛かります。  

理解した時には話しが進んでしまい、聞き手は混乱に陥る可能性があります。こ

れは、避けなければなりません。  

 

「やらない訳ではない」は、「やる」ことになります。  

「できないこともない」は、「できる」ことになります。  

二重否定をせずにハッキリと表現しましょう。  

 

ただし、二重否定を使った時の言葉のニュアンスとしては、積極的に「やる」、あ

るいは「できる」というよりも、積極性を欠いた「やる」や「できる」の表現に

なりますね。  

積極性を欠いたのであれば、そこには積極的になれない何かしらの理由があるは

ずです。その理由を「但し」などの言葉を使って言い表すようにしましょう。  

このような表現方法を使うことで聞き手にとって、より理解しやすい話しとなり

ます。  

 

☆専門用語や難しい言葉は使わない☆専門用語や難しい言葉は使わない☆専門用語や難しい言葉は使わない☆専門用語や難しい言葉は使わない  

聞き手にとって、理解しやすい話しは、それだけ聞き手のことを考えた話しにな

ります。スピーチの基本は、誰にでも伝わる分かりやすい話しにすることです。

専門用語や、難しい言葉、あるいはビジネス用語や横文字などは、誰にでも理解

できる共通言語となっている場合以外は使わないようにしましょう。  
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たとえば、社内で、社員に向けてスピーチをする場合などでは、その会社だけで

通じる専門用語などがあります。社員全員の共通言語となっている場合は、専門

用語とはいえませんから、言葉の使用は構いません。 

しかし、一歩外に出れば、あなたにとって、ふだん使い慣れている言葉であって

も、聞く人にとって聞きなれない言葉であれば、専門用語となってしまいます。

意味のわからない言葉で話された話しは、まさに、分からない話しになってしま

います。 

 

同じように、横文字や、ビジネス用語の使用も一般的に使われていなければ、避

けましょう。 

 

たとえば、「ロイヤリティー」という言葉一つとってみても、ビジネスマンにと

っては慣れ親しんでいる言葉かもしれません。 

しかし、日常の会話では、そうそう使われる言葉でもありません。 

一般の方にしてみれば、とっさに言葉の意味がでてこない場合も考えられます。

聞いている側としては、聞き慣れない横文字やビジネス用語は、一旦、頭の中で

分かりやすい言葉に置き換える作業をします。 

 

「ロイヤリティー」であれば、聞き手は頭の中で「忠誠心」と和訳することでし

ょう。話し手は、聞き手がそんな作業をしているとは知らずに、どんどん話しを

進めてしまいます。この時に話し手と聞き手の間に時間差が発生します。 

このタイムラグが後々致命傷となり、何を伝えたかったのか、何の話だったのか、

聞き手は分からなくなってしまう場合があるのです。 

また、聞き手の印象としては、とても難しい話、高度なレベルの話、理解できな

い話になってしまいかねません。 

 

このような事にならない為に原稿を書く段階で、専門用語や、難しい言葉、横文

字や、ビジネス用語は、聞き手が共通言語として理解していない限り使わないこ

とです。どうしても使う必要に迫られた場合は、必ずその言葉の意味を説明する

ことです。もちろん原稿にも書き記しましょう。 
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Lesson3Lesson3Lesson3Lesson3    文章構成法を知る文章構成法を知る文章構成法を知る文章構成法を知る    

実際に文章を書き始めようとすると、どこから、どんなふうに書けばいいのか迷

うことがあります。 

話しの構成は、どのようにすればいいのか、悩んでしまうこともあります。 

ここでは、話しの構成法を紹介します。あなたにあった方法を探して下さい。 

 

☆☆☆☆5W1H5W1H5W1H5W1H    

最初に 5W1H を紹介しましょう。5W1H の文章構成法は聞いたことがあると思いま

す。改めておさらいをしましょう。 

When・・・・・・いつ（どんなときに） 

Where・・・・・どこで（どこに、どこへ） 

Who・・・・・・だれが（どんな人が） 

What・・・・・・なにを（どんなことを） 

Why・・・・・・なぜ（どうして、何のために） 

How・・・・・・どのように（どうやって） 

ビジネスの場合は、5W1H にもうひとつ、How much（いくら）を入れて 5W2H とす

ることがあります。 

さて、5W1H の使い方ですが、単純に 5W1H を埋めるように文章を作り上げれば、

分かりやすい文書ができます。 

特に 5W1H の順番にはこだわらなくてもよいのです。 

いつ、どこで、だれが、なにを・・・。の順番で書くことにこだわるのではなく、

分かりやすい文章を書くことにこだわって下さい。 

5W1H の利点は、分かりやすく、ポイントをついた文章が簡単にできあがる点にあ

ります。 

 

「俺、食べた」だけでは、聞き手は「何を？」と疑問に思うでしょう。 

「マグロ」と答えれば「どんなマグロ料理？」と聞き手は聞きたくなります。 

「お寿司」と答えれば「どこで？」と聞きたくなります。 

聞き手の疑問に思うことが、5W1H の文章構成を使うことで、ポイントを押えた分

かりやすい文章を作り上げることができます。 
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テレビなどで流れるニュースでは、各ニュースの出だしに 5W1H が使われます。 

また、新聞などの見出し記事にも 5W1H が使われています。ポイントだけを理解さ

せるには、非常に便利な手法です。 

 

ビジネスシーンにおいても、報告書の作成や、企画書の作成などにも 5W1H を念頭

におき、書き進めれば分かりやすい書類ができあがります。 

また、上司への口頭報告などにも適した話し方の一つです。 

 

ただし、5W1H だけの話し方では、残念ながらスピーチには不向きです。 

なぜなら、5W1H は話し手の想いや、感情が盛り込みにくい文章構成法なのです。

逆に言えば、話し手の感情を必要としない話しで、客観的に既成事実だけを伝え

れば良い時の話には適しているといえるでしょう。 

既成事実だけを伝えるのであれば 5W1H は使えるが、スピーチをする際には、5W1H

だけでは無理があると認識して下さい。 

とはいえ、スピーチ原稿を書くにあたって、文章を書く練習としては適している

でしょう。 

 

ワーク  

あなたの今日の出来事を、5W1H を使って口語体（話し言葉）の文章を書いてみま

しょう。 

いつ 

 

 

 

どこで 

 

 

 

だれが 
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なにを 

 

 

 

なぜ 

 

 

 

どのように 

 

 

 

（いくら） 

 

 

 

書いた内容を、順番を変えて分かりやすい文章に手直しをしてみましょう。 
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☆☆☆☆PRPRPRPR 法法法法    

話しの要点が見えない話し方をされる方がいます。  

要点が見えない話しは、聞き手からしてみると、ダラダラとした話しに聞こえて

しまいます。話し手がいくら一生懸命になって話しをしても、聴かせるだけの魅

力ある話しでなければ、聞き手は飽きてしまいます。聞き手に嫌な顔をされるか

もしれません。  

 

このような方の話は、話しの結論が最後にならないと出てきません。聞き手から

してみると、「結局何が言いたいのだろう？」とストレスを感じてしまいます。  

聞き手にストレスを感じさせない話し方とは、最初に結論を話すことです。  

何を言いたくて話しをしているのか、聞き手に最初から伝えることで、聞き手が

ストレスを感じることはなくなります。  

 

先に、結論を話してから、次になぜ、その結論に至ったか。  

その理由を話すようにしましょう。たったこれだけの話しの組み立て方をするだ

けで、あなたの話しが分かりやすい話しになります。  

 

この話し方を、PR 法と言います。  

Point・・・・・結論、話しのポイント。  

Reason・・・・理由を示す。  

 

具体例をあげてみましょう。最初に結論を話します。  

「明日からの朝礼では、毎日一人ずつ順番に 3 分間スピーチを行って頂こうと思

います」  

 

結論を述べた後に、理由を示します。  

「なぜなら、私たちの部署は今後、プレゼンテーションを頻繁に行わなくてはな

りません。そこで、本番に向け、場数を踏み、スピーチに慣れることがひとつ。

そして、プレゼンターの選出としても考えています。これは大きなチャンスとな

ります。千載一遇チャンスと捉え、前向きに取り組んで下さい」  
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ポイントは、結論を言ってから、「なぜなら」で始まる文章を考えるようにすれば、

理由となる文章ができあがります。  

スピーチをするにあたっては「なぜなら」を言わなくても結構です。  

時間があまりとれないスピーチの時に、適した話しの組み立て方となります。  

 

ワーク  

PR 法を使って、口語体の文章を作ってみましょう。  

Point (結論、話しのポイントを示す ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reason （理由を示す。なぜなら～）  
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☆☆☆☆PREP 法法法法  

PR 法に慣れたら、もう一段階レベルを上げてみましょう。  

PR 法は結論と理由のみを話す、話しの組み立て方です。  

話しに説得力を加えたいのなら理由の次に具体例や、実例を上げるようにします。

身近な話しや、経験談、あるいは例え話をすることで、聞き手は感情移入をして

聞くようになります。  

 

物事を判断する上で、感情は非常に大きなウェイトを占めます。  

感情が行動を促すと言っても過言ではないのです。  

 

たとえば、あなたの自宅から同じ距離に二店のコンビニエンスストアがあったと

しましょう。  

片方のコンビニエンスストアでは愛想のよい店員が応対してくれ、掃除も行き届

いたきれいなお店です。  

もう片方のコンビニエンスストアでは、店員は無愛想で、きれいとは言い難いお

店です。商品も同じで、価格も同じであれば、あなたは前者のコンビニエンスス

トアに買い物に行かれることでしょう。  

商品も、価格も、お店までの距離も一緒であれば最後の決断は感情が支配します。  

聞き手の感情に訴えることは非常に有効な手段になります。  

 

人の感情に訴える話の組み立て方を PREP 法と言います。  

Point・・・・・結論、話しのポイントを示す  

Reason・・・・理由を示す なぜなら～  

Example・・・具体例、実例、経験談を示す たとえば～  

Point・・・・・もう一度、結論を述べる  

 

PR 法で示した例文を取り上げてみましょう。  

PR 法と同じように結論から話します。  

最初は Point です。  

「明日からの朝礼では、毎日一人ずつ順番に 3 分間スピーチを行って頂こうと思
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います」  

 

結論を述べた後に、理由を示します。Reason になります。  

「なぜなら、私たちの部署は今後、プレゼンテーションを頻繁に行わなくてはな

りません。そこで、本番に向け、場数を踏み、スピーチに慣れることがひとつ。

そして、プレゼンターの選出としても考えています。これは大きなチャンスとな

ります。千載一遇チャンスと捉えてください」  

 

理由の次に具体例や、経験談を入れます。Example です。  

「実は、私は、今こうして皆さんの前で話す機会に恵まれ、多少なりとも人前で

話すことができるようになりました。しかし、初めてプレゼンターとして人前に

立った時は見るも無残な状態でした。足は震え、声は上ずり、頭の中は真っ白に

なりました。もちろん、練習を重ね本番に挑んだんです。しかし、本番では原稿

に頼りすぎて、自分の気持ちや、自分の想いを込めて話すことが出来なかった。

これが致命傷になったんですね。社長のしかめ面が飛び込んできました」  

 

そして最後にもう一度結論を述べます。  

ここでの結論は、理由と具体例を示した後の話ですから、聞き手の印象に残るよ

うにしっかりと結論を述べ、結びます。Point になります。  

「みなさんには、成功して欲しいと願っています。場数を踏む為にも、スピーチ

に慣れる為にも、明日からは毎日一人ずつスピーチをお願いします。みなさんの

積極的な参加に期待しています」  

 

このようにスピーチを締めることで、目的の確認、あるいは念押しができます。  

聞く側もあらためて、結論を再確認できます。  

 

ポイントは Example にあたる部分の具体例や経験談を、臨場感あふれる話しに

することです。聞き手の脳裏に映像が浮かぶように話すことができれば、聞き手

の感情はより強く揺さぶられます。そして、再度、聞き手に確認をする意味で結

論を述べます。この時の結論では、聞き手の未来に希望を与えられる言葉が入れ
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ば、より説得力が増します。  

 

ワーク  

PREP 法を使って、口語体で文章を作ってみましょう。  

Point (結論、話しのポイントを示す ) 

 

 

 

 

 

Reason （理由を示す。なぜなら～）  

 

 

 

 

 

Example （具体例、実例、経験談を示す。 たとえば～）  

 

 

 

 

 

 

Point （もう一度結論を述べる）  
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☆☆☆☆SDS 法法法法  

PREP 法は、論点や、話しの目的がひとつの場合は、とても使いやすい話しの組

み立て方です。しかし、ある程度の時間をかけるスピーチや、プレゼンテーショ

ンの場合では論点や、話しの目的がひとつに絞れない場合も出てきます。このよ

うな場面で有効になるのが SDS 法という話しの組み立て方です。  

 

Summary・・・・・話しの全体像を示す。  

Details・・・・・・論点ごとの詳細を述べる。  

Summary・・・・・もう一度、おさらいとして話しの全体像を示す。  

 

SDS 法は、今日では、多くのニュース番組などでも見るようになりました。  

ニュース番組の冒頭ではヘッドラインとして、その日に取り上げるニュースの項

目を伝えます。  

この部分が最初の「S」にあたります。視聴者に、今日の主なニュースを取り上

げ、簡潔に知らせます。  

次に、番組内では、ニュースの内容を詳しく取り上げます。この部分が項目ごと

の詳細「D」にあたる部分になります。  

そして、最後に今日のニュースを振り返ります。番組によってはフリップで示さ

れたりしています。この部分が最後の「S」にあたります。  

 

さて、スピーチや、プレゼンテーションでは、話しの目的や、論点はいくつぐら

いに絞ればいいのでしょう。  

ここでも、聞き手のことを考える必要があります。  

話し手がいくら話しても、聞き手に伝わらなければ意味がありません。  

聞き手が理解をしなければ話した意味がなくなってしまいます。  

聞き手が集中力を持って聞くことができ、なおかつ、一度の話しで理解できる論

点は三つくらいでしょう。  

これ以上の論点では、理解をするのが大変になります。話す論点は三つに絞るこ

とをお勧めします。  
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では、スピーチテーマを「話す技術」として、具体例をあげてみましょう。  

最初に話しの論点の内訳と、論点の数を話します。  

こうすることによって、聞き手は、これからどんな話しがあり、論点がいくつあ

るのかが分かります。  

ストレス感じることなく、聞く準備が整います。Summary になります。  

 

「今日は「話す技術」をテーマに、皆さんにお話しをさせて頂きます。その中で

も特に大切な三点に絞って、お話しをしていきましょう。  

先ず、人前で話すからには色々な準備をしないといけません。  

そこで、ひとつめは「事前準備」についてお話しをしましょう。  

そして、人前で話しをするとなると、誰もが緊張したり、あるいは、あがってし

まったりしますね。  

そこで、ふたつめとして皆さんの悩みである「あがり・緊張の緩和対策」のお話

しをしましょう。  

そして、話し手はある意味、エンターティナーの要素も必要になります。  

三つめは、「効果的なボディーランゲージ」についてお話しをしましょう」  

 

次に、一つひとつの論点の詳細を話します。  

実績やデータ、具体例、経験談を話しましょう。  

一つひとつの論点で PREP 法を使ってもよいでしょう。  

話しのボリュームは、圧倒的に多くなります。この部分が Details にあたります。

ここでは、詳しい話しの内容は割愛します。  

 

「さぁ、それではスピーチをするにあたっての事前準備です。スピーチが上手に

できるか、否かは事前準備に掛かっているといってもいいでしょう。云々・・・・。  

 

次に、あがり・緊張の緩和方法です。あがりや、緊張は誰の身にも起こります。

別段、あなただけが持つ特別な感情ではありません。云々・・・・・・・・・・・・。  

 

そして、最後です。人前で話をするからには、聞き手を惹きこませないといけま
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せんね。聞き手を楽しませることも必要になります。効果的なボディーランゲー

ジについてお話しをしましょう。云々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。  

 

そして最後に、復習と、論点の確認をするためにもう一度、話しの全体をまとめ

ます。まとめの話しをすることで、聞き手の頭の中をスッキリさせる効果があり

ます。話しの振り返りにあたる部分の Summary です。  

 

「今日は話す技術とテーマを打ってお話しをしました。最初に話したのが事前準

備です。今日、お話しをした事前準備をキッチリ行えば、必ず自信を持った態度

でスピーチに臨めるでしょう。そして、二つ目、あがらない方法も身につけまし

た。お話しをした内容すべてを実施して下さい。驚くほど落ち着いている自分に

出会えるはずです。そして、最後に、話し手はエンターティナーです。聞き手に

情熱をぶつけて下さい。ボディーランゲージを使って聞き手に訴えるんです。必

ずや、聞き手の心にあなたの想いは届きます」  

 

このように話しを締めることで、聞き手は話しの内容を思い起こします。  

話しが長時間に渡る場合では、最初は何についての話だったのか、忘れてしまう

こともあるのです。振り返りをすることで、聞き手は話しの再認識ができます。  
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ワーク SDS 法を使って、口語体で文章を作ってみましょう。  

Summary （話しの全体を示す）  

 

 

 

 

 

Details （論点ごとの詳細を述べる）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary （もう一度、おさらいとして話しの全体像を示す）  
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☆☆☆☆起承転結起承転結起承転結起承転結  

起承転結の文章構成法は、学生の頃に習ったことがあると思います。  

言葉の意味を忘れたとしても、聞き覚えはあることでしょう。  

ここで、起承転結の話しの組み方をおさらいします。  

 

起・・・・・話しの切り口。問題提起。  

承・・・・・起での話しを受ける。話しの背景。  

転・・・・・テーマを訴える。クライマックス。  

結・・・・・話しの結論。結び。  

 

しかし、起承転結の文章構成をスピーチに活かすのは大変難しいと感じています。

というのも、起承転結の枠組みで作られた文章は、最後にようやく話の結末が見

える文章構成だからです。  

話の結末まで、聞き手を魅了する話しの展開がないと、聞き手は最後まで話しに

ついてきてくれません。  

何が言いたいのか分からない、ダラダラとしたゴール地点の見えない話しになり

がちです。  

話の途中で、聞き手は飽きてしまうことも考えられます。  

 

しかし、聞き手を魅了する話しの展開ができるのであれば、最強の文章構成法で

す。聞き手はわくわく感を持ち、期待感をもって次の話しの展開を待ちます。  

身を乗り出して聞いてくれる文章構成法でもあるのです。  

 

ここで、起承転結をもう少し分かりやすく理解してもらう為に、みなさんもご存

知の昔話、「桃太郎」を題材に解説してみましょう。  

 

桃太郎の話しで、起承転結の起にあたる部分は、「昔、むか～し」から始まります。

お婆さんが川で洗濯をして、大きな桃を拾います。家に帰って桃を割ると、中か

ら男の子が生まれ、桃太郎と名づけますね。ここまでが、起承転結の起にあたり

ます。  
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起を受けて承の展開です。  

桃太郎が生まれ物語が進行していきます。桃太郎が大きくなったある日、悪行を

繰り返していた鬼に、桃太郎の恋人がさらわれてしまいます。  

怒った桃太郎は、鬼退治へと向かいます。（鬼の悪行の話しで、感情移入する話し

の展開になっています）一人で旅立つ桃太郎でしたが、旅の途中でどんどん仲間

が増えていきます。（心強い味方の登場にわくわく感を醸し出す話しの展開です）

ここまでが、起承転結の承にあたります。  

 

そして、テーマの訴え、クライマックスへと話しがすすみます。起承転結の転に

あたる部分です。鬼ケ島つき鬼退治の始まりです。桃太郎は悪戦苦闘の末、鬼を

退治し、恋人を助けます。（悪戦苦闘の様子で、聞き手に感情移入をさせています）

鬼も心を改め、宝物を渡します。ここまでが起承転結の転にあたります。  

 

そして、結びの話しです。起承転結の結にあたる部分です。鬼を成敗し、殿様か

らも褒められ、村に平和が訪れます。  

これが桃太郎のお話です。  

結まで話を聞くことで、善を勧め、悪を懲らしめる「勧善懲悪」物語として、何

を言わんとしている物語なのかが分かる結論に至ります。  

 

このように、至る所で聞き手に感情移入させるエピソードを取り上げます。  

どうなってしまうのだろうと、わくわく感と期待感を随所に散りばめます。  

物語を聞き始めたら、聞かずにはいられない話しの展開にさせるのが起承転結の

枠組みです。  

 

反面、聞き手に、感情移入をさせるエピソードや、わくわく感や、期待感を感じ

させない話しになってしまえば、聞き手は最後まで話しについてきてくれません。

話しの途中で飽きられてしまいます。  

ここが起承転結の難しいところでもあります。  

 

テレビドラマや、映画は起承転結の枠組みで物語が作られています。ですから、
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視聴率のよいテレビドラマは、至る所に視聴者をくぎ付けにする物語が仕掛けて

あります。  

この仕掛けが、視聴者の琴線に触れる話しであると、視聴率の高い人気テレビド

ラマになります。  

反面、上手く行かなければ、視聴率が取れず、途中打ち切りなどという目にもあ

ってしまいます。  

起承転結の話しの組み方を上手に使いたいのなら、名作と呼ばれる映画や、人気

テレビドラマを見て、話しの組み立て方の参考にすると良いでしょう。  

 

さて、みなさんが起承転結の話しの組み立てを、スピーチに活かしたいと考える

のなら、スピーチ全文を起承転結の枠組みでつくるのは少々危険でしょう。  

聞き手がついてこない場合が考えられるからです。  

 

そこで、PREP 法を応用してみましょう。  

PREP 法の Example の部分で起承転結の文章構成法を使うのです。  

Example・・・・・具体例、実例、経験談を示す。  

Example は、具体例や、失敗談、成功談などの経験を話す部分にあたります。 

 

PREP 法の文章構成では、先に、話しの結論と、理由づけがなされていますから、  

具体例や、経験談は、結論を導く為の分かりやすいエピソードという位置づけで

の話しになります。既に聞き手は、結論を聞いていますので、「結局何が言いたい

の？」と迷うことはありません。起承転結の文章構成に慣れる為には PREP 法の  

Example の部分を活用するといいでしょう。  

また、SDS 法の Details の部分でも、PREP 法と同じ意味合いで活用できます。

ある程度、時間のとれるスピーチや、プレゼンテーションの時にはチャレンジし

て下さい。  
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ワーク PREP 法や、SDS 法のワークで取り上げた、具体例や、経験談を題材に

して、起承転結の文章構成に直してみましょう。  

起・・・・・話しの切り口。問題提起。  

 

 

 

 

承・・・・・起での話しを受ける。話しの背景。  

 

 

 

 

 

 

 

転・・・・・テーマを訴える。クライマックス。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結・・・・・話しの結論。結び。  
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☆結・起承転結☆結・起承転結☆結・起承転結☆結・起承転結  

起承転結の文章構成に慣れてきたなら、次は起承転結でスピーチ全文を作り上げ

るのもよいでしょう。  

しかし、前述したように、起承転結での文章構成は両刃の剣ともいえる文章構成

法です。上手く行けば、聞き手は魅了され、万感の拍手。そして、スタンディン

グオベーションも夢ではありません。  

しかし、失敗すれば、聞き手からの支持を得るのは難しくなります。  

 

そこで、結・起承転結の文章構成も考えてみましょう。  

最初に結論を話してから、起承転結の文章構成を使う方法です。  

 

結・・・・・話しの結論。結び。  

起・・・・・話しの切り口。問題提起。  

承・・・・・起での話しを受ける。話しの背景。  

転・・・・・テーマを訴える。クライマックス。  

結・・・・・話しの結論。結び。  

 

最初に結論を話すことで、聞き手に話しの目的を明確に示します。  

そして、なぜ、この結論に至ったかを、起承転結の文章構成で説明していきます。  

 

みなさんも「風が吹けば、桶屋が儲かる」の話を耳にしたことがあると思います。

この話は、結・起承転結の文章構成ですね。  

話の出だしに「風が吹けば、桶屋が儲かる」と結論を語ります。  

聞き手は「なぜ？」と疑問に感じます。  

聞き手の「なぜ？」に答えるように、話しが進みます。  

 

風で砂埃が舞い上がる（起）→目を患って、盲目の人が増える（承）→盲目の人

は三味線弾きになる（当時は、盲目の人の代表的な職業と言えば三味線弾きでし

た）→三味線弾きが増える→三味線に使う猫の皮がたくさん必要になる→猫が減

る→ネズミが増える（承）→ネズミが、桶をかじる（転）→桶が壊れる（転）→
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桶屋が儲かる（結）ここまで話して、結論の詳細が分かるようになります。  

因みに、「一見関係ない事にも、因果関係が隠れている」が結論の意味になります。  

 

結・起承転結の構成を使ったテレビドラマでは「古畑任三郎」があります。映画

では「刑事コロンボ」があります。結・起承転結の構成を考える時には、参考に

して下さい。  

 

ワーク 結・起承転結の構成で文章を作ってみましょう。  

結・・・・・話しの結論。結び。  

 

 

 

 

 

 

 

起・・・・・話しの切り口。問題提起。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承・・・・・起での話しを受ける。話しの背景。  
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転・・・・・テーマを訴える。クライマックス。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結・・・・・話しの結論。結び。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


