2014 年度

豊川市男女共生セミナー
2015 年 1 月 24 日（土）10:00～16:00
豊川市社会福祉会館（ウィズ豊川）視聴覚室
和室（託児）

ロジカルシンキング講座
感情摩擦を避けるために、
ロジカルシンキングしよう！

シンプルに考えるコツ

報告書

豊川共生ネットみらい

２０１４年度男女共生セミナー

報

告

書

豊川共生ネットみらい

①日時

２０１５年１月２４日（土）１０時～１６時

②実施場所

豊川市社会福祉会館【ウィズ豊川】視聴覚室

③名称

④テーマ

（託児は、和室）

ロジカルシンキング講座

感情摩擦を避けるためにロジカルシンキングしよう！
シンプルに考えるコツ

⑤目的

ロジカルシンキングの基本（納得のいくコミュニケーション・感情的対立に陥らない人間関係）
を学ぶことにより、男女共同参画社会に必要な、男女互いに尊重しあう姿勢を身につけます。

内田友美 （ＨＲインスティテュート取締役チーフコンサルタント）
ＨＲＩベトナム担当役員。日本教育大学院大学特任教授。明治大学商学
部卒業後、国際機関にて開発途上国援助プログラムに従事。ビジネスコ

⑥講師

ンサルティング会社を経て、株式会社 HR インスティテュートに参画。
筑波大学大学院カウンセリング心理学修士。コーポレートウェイ構築、
事業戦略策定プロジェクトを通して、組織の活性化を支援。コンサルタ
ントのスキルをビジネスに活用する各種研修プログラムに力を入れてい
る。 HRI の本の主要執筆メンバー。

ロジカルシンキングの基本の型を身に付け、納得のコミュニケーションをめざす

⑦内容

１．相手の納得を引き出すロジカルな考え方
２．相手を動かす、わかりやすい伝え方

４

★ 午前の部 10:00～12:00 （休憩１０分）
１．ロジカルシンキングとは
＊「考える」と「悩む」の違い
＊信頼性、納得性を高めるロジック
＊ロジカルであるための３つのポイント①結論
②根拠（証拠）
③結論と根拠（証拠）の関係性
＊ピラミッド構造で質問する・ピラミッド構想を意識しながら聞く
＊ロジックを組み立てる 【演習】
「同僚の話を上司に伝える
⑧カリキュラム

★ 午後の部 13:00～16:00（休憩１０分）
２．フレームワーク思考
＊ＭＥＣＥ（モレなくダブリなく）に考える
＊さまざまなフレームワーク
＊粒度（具体性のレベル）を合わせる
【演習】
「モレ・ダブリのないフレームを考える」
３．ロジカルに伝えるトレーニング
＊コミュニケーションに活用する 【ショート演習】
「３つ３つで考える」
＊ピラミッド構造で伝える
＊ロジカルに伝え相手の納得を引き出す 【演習】
「意見の異なる人に納得してもらう」

⑨参加人数

⑩参加費

申込み人数
当日受講人数
託児

無料

３９名
（女性２６名 男性１３名）
３３名
（女性２３名 男性１０名）
４歳児男子２名

（２０１２年度から豊川市の委託事業となる。
委託費 １００，０００円

★７テーブル配置
（７グループ設定）

⑪会場設定

★受付（受付名簿・託児費領収書・名札・文房具一式）
★リラックスコーナー（お茶・コーヒー・紅茶・菓子・ポット・紙コップ等）
＆情報コーナー（講座紹介等）

★ホワイトボード２台 ・プロジェクター（豊川市職員用意設置）
・マイク２
パソコン（講師持参）
・スクリーン・名札・模造紙（各テーブル１）
・マジック（各テーブル
３色）
・ポストイット（各テーブル１）
・グループ番号立て
等

５

⑫スタッフ

講座 豊川共生ネットみらい
金当一貴
杉浦綾子
（司会挨拶・講師送迎）
井上淑子
鈴木玲子
宮本季余代
（会場設定・受付）
石田靖治
井上淑子
中尾設子
（会場撤収）
中尾設子
（講師スタッフの昼食準備・駐車場案内）
託児 とよかわ子育てネットおんぶぎつね こん
伊奈克美
岡田明美
神谷かおり

⑬事業実績及び
効果

豊田恵子

★ 豊川市男女共生セミナーの効果
今年度（第６回）も豊川市男女共生セミナーの事業として開催。
① 市民は豊川市の事業として信頼と期待を持って講座に臨むことができた。
② 市民に参加無料で提供
【参考】第１回～第３回 主催：豊川共生ネットみらい、参加費：3,500 円
③ 市民に定着しつつある。
申込みは 12/8 から開始し正月休みを挟んだが 1/13 には定員３０名となった。
これまでにない速いペース。
④ 行政との協働
・ 豊川市人権交通防犯課と豊川共生ネットみらいは、良好な協働関係の維持に
努力し日常的に連携している。
・ 男女共生セミナー企画運営事業に関する協定書を交わし協働体制構築
豊川市：豊川市広報掲載、チラシ配布、プロジェクターの用意と設置
委託費 １００，０００円支払
豊川共生ネットみらい：当日の企画・運営、講師折衝、報告書作成
講師料・託児従事費の支払
歯科医療センター駐車場借用手続

駐車場 ：ウィズ豊川の駐車場は午後、数台分不足だったため、歯科医療センター駐車場を予約。
しかし、当日は午前午後ともウィズ豊川を使用できた。

・ 協働事業ふり返りシート作成
2 月 24 日、人権交通防犯課講座担当職員と豊川共生ネットみらい事
務局で作成

★ 受講者
３３名
① 自分の問題解決・人間関係の悩み解決をしたいという意図で参加した。
② ワークショップ初体験の人が多かった。
③ 各課題に初対面の人と協調して真摯に取り組んだ。
④ 女性受講者
２３名・２０～６０代
・職についている人が多かった。
⑤ 男性受講者
１０名・３０～６０代
・初めて二桁人数になった。増加傾向。
⑥ グループ分け（７グループ ）
・男性のみのグループ １
６名
・女性のみのグループ １
６名
・男女混合グループ
５
女性４名 男性２～１名

６

グループ分けと今後の豊川共生ネットみらいの活動
男性だけのグループの設置により、男性が自主的に自己啓発のために積極的に参加したこと
がよくわかった。
男性だけのグループでのコミュニケーションの仕方が女性とさほど違いがないことを知り、
来年度から、豊川共生ネットみらいが行う「男性だけのコミュニケーション講座」
（2015/8/8)
や男性支援体制構築に明るい見通しができた。
男女混合グループは女性が圧倒的に多いため、男性が、主導したり逆に遠慮がちになったり
することもあった。
来年度の事業「豊川市民会議」に向けて、グループ人数を男女半々になるように努力したい。

★ 託児申込み者
２名
・子供ひとり一日 500 円
・参加しやすい環境を整えた。
（とよかわ子育てネットおんぶぎつねこんから、
事前に「連絡シート」
「当日の注意・持ち物」など郵送）
【参考】
回

年度

第１回

２００９

受講
人数
２３

男性
受講人数
４

女性
受講人数
１９

託児

第２回

２０１０

２３

４

１９

４

第３回

２０１１

１７

６

１１

１

第４回

２０１２

３５

４

３１

８

第５回

２０１３

３１

９

２２

２

第６回（今回） ２０１４

３３

１０

２３

２

２

主催
豊川共生ネットみ
らい
豊川共生ネットみ
らい
豊川共生ネットみ
らい
豊川市
男女共生セミナー
豊川市
男女共生セミナー
豊川市
男女共生セミナー

★ 講師
・東京の著名な講師。
・今回は同講師による豊川市での６回目の講座
・豊川市で開催できるのは、講師が講座趣旨と豊川共生ネットみらいの活動をよく理解
してくださり、豊川市に関心を持っていただいているからである。
・講座内容を豊川市民向けに改訂してくださった（毎回進化している）
。
・男女共同参画社会づくりのキーワードや事例を交えて進行してくださった。
・受講者が深く考え取り組んでいる姿に好感を持たれた。企業の男性と接する機会が多
い講師は、企業男性が企業の意向に沿って受講するのと違い、男性受講者の態度が非
常に自主的であると感じられた。
・講師は要点を端的なことばで説明してくださり、受講者は納得して聞くことができた。
・昼食時には、受講者に混じって親しく昼食を摂ってくださった。

７

★ 講座（受講者アンケートより抜粋 受講３３名中集計人数２６名）
① わかりやすさ ５段階評価
１・・・ ０名
わかりにくい
２・・・ ２名
３・・・ ３名
普通
４・・・１３名
５・・・ ９名
わかりやすい
② 難しかった箇所
＊ピラミッド構造
＊ディベイト
＊フレームワーク
③ 学んだ点
＊「納得」してもらうこと
＊ 自分の意見の軸を知ること
＊ 相手の軸で話をすること
＊ 相手を否定せずにお互いの思いを話すこと
＊ 幸福に生きる方法
④ よかった点
＊ グループでなごやかに話せてとてもおもしろかった
＊ 頭の中の整理の仕方を学んだこと
＊ お茶菓子を頂けたこと
＊ 集中することによって楽しくなった自分に気付いた
＊ 自分のテーマに気付いた
＊ 内田友美先生、格好よくてステキ
＊ 充実した時間を持てて楽しかった
＊ 平日でないので参加できた
⑤ 問題と感じた点
＊ 固定観念があり、説得してしまう自分
＊ 実生活で生かすには、もっとトレーニングが必要
＊ 知識不足、体験不足
★ ★ 講座スタッフ
①講座前・・・ 講師依頼、本講座の企画書・予算書の作成し豊川市に提出、チラシ作
成、チラシ配布、講師を講座内容の折衝、豊川市と運営の折衝、講
座テキスト印刷、アンケート作成、その他資料作成、当日名簿作成、
グループ表作成、当日掲示物作成、文具など器材準備、茶菓子準備、
名札作成
②当日 ・・・会場と託児室の設営、講座の始め終わりあいさつ、運営の総合責任
駐車場案内
③講座後・・・アンケート集計、報告書・決算書作成し豊川市に提出、講師お礼メー
ル、講師・参加者に報告書送付、講師料支払い、来年度に向けて打
ち合わせ
④スタッフの工夫
・伊奈駅・国府駅・ハローワークにチラシを掲示
・茶菓子の提供で、リフレッシュを提供できた
・２月７日の講座の振り返りを企画、案内した。
・壁にみらいが毎年企画している講座の紹介ポスターを貼った
・みらいの団体紹介を各自に配布した
８

★ ボランティアスタッフ ２名
・昨年度、講座に参加した方が、ボランティアとして主体的に取り組んでくださった。
・周囲を察して机の移動、掲示物の取り外し、カーテンの開け閉め、茶菓子の準備、
受付などに自主的に動いてくださった。

豊川共生ネットみらいは、当日スタッフ（ボランティアスタッフ含む）に、昼食を提供した。
８００×６人＝４，８００円
★ 託児
・託児人数２名
夫や家族に預けられる家庭が多かったと推測する。
・従事は、NPO 法人とよかわ子育てネットおんぶぎつねこん。
託児の従事体制・取り組みが確立しているので、安心して任せることが
できた。
・子育て中の保護者に学びの場を提供することが、社会的孤立予防となると同時に、男
女共同参画社会の有るべき姿であるとの認識を、おんぶぎつねこんと共有できてい
ることは心強い。
・託児は保護者の学びの場だけではなく、子供の学びの場にもなっている。
・託児見学を希望する方に対処法を、おんぶぎつねこんと豊川共生ネットみらいで共有
する必要がある。
（今回、午後１名男性の希望者あり見学した。
）

⑭講座後

★ 講座振り返り
・２月６日（金）10:00～12:00 ウィズ豊川研修室２
・参加 ８名（女性６名 男性２名）
★ 報告書送付
・豊川市に提出後、講師・おんぶぎつねこんに郵送
・冊子（講座まとめ・アンケート集計・ふりかえり）を受講者に郵送（２月１７日）
★ 協働事業 ふり返りシート
・２月２４日、人権交通防犯課講座担当職員と豊川共生ネットみらい事務局で作成

９

託
２０１４年 １月 ２４日 （土）
時

間

児

報

告

書

ロジカルシンキング講座 「シンプルに考えるコツ」
スタッフ

時

間

ウィズ豊川 ２Ｆ 和室

スタッフ

９：４５ ～１２：００

神谷かおり

１３：００～１６：３０

岡田 明美

９：４５ ～１３：００

豊田恵子

１３：００～１６：３０

伊奈 克美

託児人数
4 歳 男児

2名

託児の様子及び感想

◎保育園、幼稚園に通われているお子さん 2 名の託児となった。入室してきた時は、少し照れている姿が見られた
が、保護者の方と離れて過ごすことに慣れていることもあり、すぐに託児スタッフと遊ぶことができた。
◎同年齢の男の子同士ではあったが、最初の３０分はお互いに交わって遊ぶことがなく、それぞれスタッフが１対
１でついて、遊んだ。スタッフの誘いで、折り紙をしたり工作をしているうちに慣れてきて、午前のおやつを終える
ころには、名前を呼び合ったり、「○○しよう！」と誘い合ったりする姿が見られるようになり、楽しく過ごすことが
できた。
◎昼食時間に保護者の方と一緒に過ごしたことや午前と午後のスタッフが入れ替わったことで、不安になることも
心配したが、二人とも笑顔で保護者と離れ、午後の託児スムーズに行うことができた。
◎室内での長時間の託児となったので、時々思いっきり体を動かしたくなるのか、飛び跳ねたり、走ったりすること
もあったが、エスカレートしてけがにつながらないようスタッフが声掛けすると、また落ち着いて遊ぶことができ
た。
◎楽しく安全に過ごすことができた。
特記事項および今後の課題
◎託児中に 2 度、保護者の方以外の入室があった。託児中は関係者以外の入室はお断りをしていくことで、託児の安
全に十分配慮していきたい。
（特非）とよかわ子育てネット おんぶぎつねこん

託児担当 豊田恵子
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2014年度 男女共生セミナー ロジカルシンキング講座

決算書
【収入の部】
項

目

摘

決算額

事業委託金

100,000

託児預かり金

1,000

みらい一般会計

39,042

計

140,042

要

豊川市
ひとり１回 500円×2人=1,000円

【支出の部】
項

目

決算額

摘

要

100,000 ◆講師謝礼（豊橋駅までの往復交通費含む）
講師関係費

101,700

900 ◆講師交通費
800 ◆講師昼食代

人件費

4,000

資料費

1,610

4,000 ◆講座運営 2,000円×2人
1,083 ◆ちらし・講座資料･報告書等用紙代
527 ◆封筒代

通信費

2,940

◆受講者へ報告書 郵送料
2,940 120円×21人分＝2520
140円×3人分＝420
託児従事料 2.25h（9：45～12：00）×1人×単価1000＝2250
12,500

託児費

13,094

3.25h（9：45～13：00）×1人×単価1000＝3250
3.25h（13：00～16：30）×2人×単価1000＝7000

200 託児準備、郵送料
394 おやつ代
4,800 昼食代
その他

6,698

1,358 卓上菓子
540 謝礼振込手数料

諸経費

10,000

計

140,042
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平成２６年度豊川市男女共生セミナー ロジカルシンキング講座
感情摩擦を避けるためにロジカルシンキングしよう！

シンプルに考えるコツ

まとめ

こんなこと言われたことは、ありませんか？

講師の言葉は、スタッフが記憶と
メモを頼りにまとめました。

言ってることがよくわからない！
つまり、どういうこと？
もう一度、言ってくれる？
だから何？
かいつまんで言ってくれる！

●「わかりにくい」は、相手に大変なストレス！
ロジカルシンキングは、理解し理解される「相互理解」のための技術
●「悩む」と「考える」
「悩む」
自分なりの「結論（仮説）」や「目的」なく、「どうにもならないこと」に気持ちを

奪われて、頭が使えなくなっていること。
感情に翻弄される。堂々めぐり。
道筋見えない。ぶれまくり。 つい類推してしまう。
時間をかけた割に結果が出ない。
でも・・・

本当にどうにもならないことか、もう一度考えてみよう！

どうにもならないことって？
「天変地異、過去、他人」は、変えられないよね。・・・・・でも！
駅のキオスクのおじさんが不愛想で感じが悪い、
そこで、私の友人は毎日声を掛けることにした。
「絶対にあのおじさんを変えてみせる」と思って、声を掛け続けた。
最初は、返事が無かった。
その後、だんだん声を出してくれるようにった。
数ヵ月後、会話ができるようになった。
おじさんが元気になった気がした。
たぶん、おじさんは、誰からも関心を持たれてなかったと思う。
何ヶ月も声を掛けたことにより、おじさんは、変わった。
自分の接し方を変えると人は変わる。
過去は解釈で変えることができる。
自分ができない時、誰かに手伝ってもらうことはできる。

「どうかにかなる」という方向に時間を使ってみよう！

「考える」＝「シンキング」
自分なりの「結論（仮説）
」や「目的」を持ち、
「どうすればできるか」に頭を使う

こと。 自分で（結論や目的を）決めて動く。
➡これが、ロジカルシンキングの第一歩。
とりあえず、見えているゴール（目標）に向ってみる。
そのゴールまで「どうしたらいいか」に頭を使う。
ゴール

●「第三の目」
以前、コンサルをしているお客様、男性の同僚、私の３人で話していた。
お客様は、女性の私と話をしたがらない。

私（内田先生）

男性同僚

私は、イライラが募る。。
。
あれ？私がここにいる目的は何だったっけ？
「このお客様と、良い会社を作るため」だったよな。
「良い会社を作るために、何をすれば良いか。
」
そのことに、集中しよう。
すると、イライラしていたが冷静になれた。

つまり、イライラする時ほど、
客
客観的に自分を見る目、「第三の目」を持つと、ぶれないよ。

●「説得」と「納得」
相手は、「正しい」から動くのではない。相手は、「納得」したから、動く。
日本の常識・・・商品を、コピーする側（中国）が悪い。
中国の常識・・・
「コピーは悪くない」と思っている。
私（内田先生）の友人（日本人）が、中国人を相手に中国で裁判をした。
なかなか勝てない。
日本の常識が「正しい」と思って、裁判をしていたから。
すると、裁判に勝てるようになった。
つまり、中国人を「納得」させることができたから、裁判に勝てた。
今、思っていることって、どっち（私か相手か）が主語になっているか？

振り返ってみよう。

相手に動いてほしいのなら、相手主体（相手軸）で考えてみよう。
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●「結論と根拠の、関係」
＊大阪の人は阪神ファン、Ａ君は大阪出身。だから、Ａ君は阪神ファン。
＊東大は優秀な大学、Ｂ君は東大卒業生。だから、Ｂ君は優秀。
＊鹿児島出身の甲さんも乙さんも丙さんも酒に強い。だから、鹿児島主神の人は酒に強い。
＊生徒の８０％、女生徒の７５％、生徒の親の８５％が満足、だからうちの塾はすばらしい。

納得できますか？ なんか変ですね。でも、よくあることですよ。

根拠
～だから

結論
・・・。

ほんとかな？

★【演習】ピラミッド構造で、相手に話してみよう！
（この例では、相手（上司）に同僚について話すという設定）
「何の話？」
テーマ（論点）。
一つを明確にと
らえる。
「つまり・・」
結論。一つにす
る。最も言いた
いこと。主観的
でＯＫ。
「どうしてか」
結論の根拠。結
論に対して客
観的に言える
と、相手は納得
する。
この縦のつ ながり
に、フレー ム ワ
ークを使用しよ
う！！
「たとええば」

事実
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誰でも認める
具体的な事
実。一番、相
手は納得でき
る。

●頭の整理

頭の中が整理されていないと、相手は混乱しますよ。

「右半分には、○○が入っています。」に続いて
「上側 には、□□が入っています。
」と言うと、相手「何を言いたいの？気持ちわるーい」
「左半分には、△△が入っています。
」と言うと、相手は次の言葉を待ち気持ちよく説明が聞ける。

★【演習】「フレームワーク」してみよう！
フレークワーク【全体をモレなく、ダブリなく整理】
情報や事実を整理し、根拠としてまとめる時に役立ちます。

☆ＭＥＣＥ（ミーシー）
【全体を足して１００にする】で考えると、
モレなく、ダブリがないよ！！
すると、相手は安心・納得できる。

相手の記憶に残る。
メリットデメリッ

①全体を２つに分ける

ト

肯定否定

悪

新旧

ソフト

★ダメな例「男・子ども」

右

善

ハード
内外

左

白黒

サービス価格味（料

②全体を３つに分ける

理屋） 安近短（旅
行） 事前実施事後

★ダメな例「男・女・子ども」

朝昼晩 赤青黄（信
号）

●話を気持ち悪くさせないための３つのルール！
①軸をぶらすな！

中華なら
ウマウマ
亭だね。

の
の軸「美味しい店」

の軸「費用」

それぞれ自分の軸はぶれていないが、二つの軸を合わ
お金」
せた時に話がかみ合わなくなりました。

たまには
優雅な食
事、いいね

和食ならアキ
バシチサブロ

②階層をずらすな！
話がかみ合わなかった理由は、階層（軸のジャンル）が
「ぶらすな！
相手と異なっていたからです。相手の軸に合わせ
るか、新たな軸を提案してもいいね。

ーの店！
でも、あんま
り高いところ
はね～

フレームワークをコミュニケーションに活かす
言葉に、相手と同じイメージを

③言葉の定義を明確に！

持っていれば、共通の土台で話
せますね。
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★【演習】ロジカルに伝えるトレーニング

要点を

３つ挙げると、一番記憶に残りやすい。

そこで、フレームワークで、コミュニケーションしてみましょう！
★２人ペアになって下さい。
★１分間で、やってみましょう！

①漠然としたものを具体的な３つに分ける
はい。好きです。
犬を好きな理由は、３つあります。
１つ目は、しぐさがかわいいから。

犬は好きですか？

２つ目は、目がくりっとしてるから。
３つ目は、ぬいぐるみみたいだから。

いい仕事の
条件って？

いい仕事には３つの条件があります。
１つ目は、能力が生かせること。
２つ目は、職場環境がいいこと。
３つ目は、給料が高いこと。

②結論に対する根拠・理由を３つ示す
女がいいです。

生まれ変 わるな

その理由は、３つあります。
１つ目は、かわいがられるから。

ら、男？女？

２つ目は、着飾れるから。
３つ目は、長生きだから。
３つ目は

③目的に対する具体的な行動を３つ示す
３年後、どうな

３年後、３つの目標を達成したいです。

っていたい？

１つ目は、健康であること。
２つ目は、家をリフォームすること。
３つ目は、子どもが無事高校に入ること。

＊３つの構成が一番記憶に残る。（偶数より奇数、奇数の中で３つが一番効果あり）
＊３つの根拠を示すと、納得感が高まる。
＊３つに具体化すると、やるべきことがわかりやすい。
（根性論や抽象論にならないように）
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★【演習】ディベイトしよう！
３人一組になって、ディベイトしましょう！
テーマについて、一人は賛成、一人は反対の立場になります。
本来の自分の意見と違ったしまうこともあります。

＊話し合う人 ２名
＊ジャッジする人（黙って様子を見、聞いている） １名
３つの立場を交代して、３回３分間ずつ行います。
どちらに納得できたかを、ジャッジしてください。

課題１．スマホを子どもに持たせるべきか？
持たせるべ
きでない。

持たせるべき。

ジャッジする人

課題２．男性に育児休暇は必要か？

必要でない。

必要。

ジャッジする人

課題３．

向いて
いる。

女性はリーダーに向いているか？
向いていない。
ジャッジする人

きちんとキャッチボールができ、納得してもらうための

話し方
内容

①結論、明確に

このディベイトの目的

②根拠を、用意（できれば複数）

納得感がどちらにあった
かを、ジャッジすること

③ポイントを絞る
④揚げ足をとらない
⑤相手を受け止め、「でも・・」とこちら
意見を言う
話し方 ①間をとって話す（感情的にならない）

言い負かすことが目的ではありません。

②相手の話をよく聴く
表情

①相手の目を見る
②柔らかい表情で力強く（感情摩擦なし）

が
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２０１４年度 男女共生セミナー ロジカルシンキング講座
2015/1/24（土）10:00～14:00 ウィズ豊川視聴覚室

アンケート集計結果
参加

３３名

アンケート回収 ２６名

豊川共生ネットみらい
●講座のわかりやすさは、いかがでしたか？
１

２

３

わかりにくい

４

普通
１

・・・

０名

２

・・・

２名

３

・・・

２名

４

・・・１３名

５

・・・

５
わかりやすい

９名

●参加の動機は？
・ハローワークでチラシを見つけた。
・チラシから。
・広報をみて参加しました。
・広報、豊川共生ネットみらいから、講座を知り申込みました。
・広報を見て。
・
「シンプルに考えるコツ」のプリントを見て。現在よりも楽に過ごせたらいいなぁ―と思
って参加しました。
・まさに「ロジックに物事を考える」方法を知りたいと思っている時に、この講座のチラシ
を発見しました。（土）でしたので、参加（決定）しやすかった。
・
「シンプルに考えるコツ」のタイトルにひかれました。
・妻に誘われて。
・娘に誘われて参加。ロジカルシンキングに興味を持っていた。
・知り合いから聞いた。
・思ったことを相手に伝える時にうまく伝わらない、などの悩みを解決するヒントがあれば
と思ったから。営業の仕事をしていた時に、悩みがあったから。
・頭の整理が下手だったから。
・ものごとを深く考え過ぎてしまうと思っているので、シンプルのものごとを考えたいと
思い、参加しました。
・論理的思考を出来るようになりたくて、参加しました。人の意見を理解し、人間関係を円
滑にしたいです。
・論理的な考え方や、感情にとらわれないためには、どういう考えをインプットすれば良い
18

かと思って、参加しました。
・今まで、４回、内田講師のロジカル講座に参加している。もっと理解して、ロジカルシン
キングを身につけたいから。
・仕事で悩んでいることが、見出しに書いてあったので。少しでもスムーズにいけるように
なればと思って参加しました。
・言われたことに対して自分の感情が先に立ってしまい、冷静に受け応えることができず、
落ち込むことが多い。相手に優しくなりたい。
・仕事上、相手のニーズを引き出してカウンセリングを行っているが、相手の軸とこちらの
軸がズレてることに気付かなかったり、言っていることをロジカルに考える事が苦手の為
参加しました。
・相手に言いたいことを伝えるのが苦手な自分なので、参加したいと思いました。
・会議などで意見がまとまらない時が多々あり、まとまってもあまり納得がいかない事が良
くありました。対応の仕方を知りたかった。
・いろいろな機会で様々な人に話すことが増えてきました。そこで短時間で自分の考えをま
とめ、相手に納得してもらえる話し方ができたらと思い、参加しました。
・コミュニケーションに苦手意識があり、すぐ感情的（落ち込み）になり悩んでしまうので。
ロジカルシンキングとは何か良く分かりませんでしたが、「感情摩擦を避けるためには」
に惹かれました。
・整理収納アドバイザーという仕事をしており、片付けられず悩むクライアントから気持ち
を引き出し、気付きを与えるコミュニケーション方法に悩んでいたので、役立つといいな
と思いました。
・面白そうだったから。
・自分の置かれている立場（会社・家庭）でプラスになる。今回、視野を広げたい。
・自分を磨きたい。
●よく分からなかったことを、教えて下さい。
・「ロジックを組み立てる！」の１～９の内容の分け方。
・テキスト P２２「ロジックの組み立て」の方法が、分かりにくかったです。
・結論と根拠の関係性への納得までは良く分かったのですが、ピラミッド構造をつくるとこ
ろから段々これでいいのかと不安になりました。ショート演習も難しかったです。
・テキストＰ３２の「階層」Ｐ３４の「粒度」の言葉の意味がわかりませんでした。
「軸」と
どう違うのですか。
・自分にはフレームワークが苦手ということがわかりました。（自分の言いたいことを話すこ
とができず・・・）
・最後のディベートで、ジャッジの目線からどう言ったらいいのか分からなかった。
・ディベートに慣れていなかったので、難しかったです。
・ディベートについてもう少し学びたかったと感じました。
・ディベートをもっと体験したかった。個人的感情や個人的価値観にとらわれずに話すことが
できるかをもっと試してみたかった。
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・実際の生活の中で行おうとすると、シンプルにはいかないし、トレーニングが必要と感じま
した。
・なるほどとは思ったけれど、実際の場で生かすのは難しいことだなと思いました。相手の話
をよく聞くことが基本かな。
・考え方の流れはわかりました。でも、すぐに生活に使うのは難しそうに感じました。
・内容が多すぎて、消化しきれない部分がありました。また、次回、もう一度参加したいと思
います。
（機会があったら）
・頭の中を整理する。
・理解は出来たつもりでも、腹に落ちたかどうか疑問です。
・知識がないため、難しいところもありましたが、勉強になりました。
・まだ、よく理解できず・・・・。
・内容はわかりやすかったですが、スピード（進行）が速いため、落とし込みは家に帰ってか
らになりそうです。
・ロジカル、ロジックという言葉が聞き慣れず、難しい言葉が多く、それを理解することに意
識がとられがちでした。
・わからなかったより自分の知らなかったことで、視野が広がった。もう少し時間の余裕がほ
しい。
・大体のこと・・一回で分かれ、ということ自体無理。
・特になし。
・わかりました。
・未記入・・・７
●ご自由に、感じたことをお書き下さい。
・営業では、相手を動かすことに重点が置かれていて、疑問を持っていました。先生のお話で、
「納得してもらう」ということに共感しました。まず、自分の意見の軸を知るのが大事だと
思いました。もう少し、ディベートで意見を言い合いたかったです。今日、来て良かったで
す。ありがとうございました。
・慣れないことが多く、難しく感じました。資料を復習したいです。
・10：00～12：00 13：00～16：00 長時間でしたが、あっという間でした。ロールプレイ時
間がたくさんあり、とても楽しく短時間に感じました。とても充実した一日でした。ありが
とうございました。
・ディベートは難しかったです。自分本来の考え方とは、違う立場の意見を述べることは、多様
な思考の広がりにもなり、また、自分の考えの軸をしっかりさせることができると思いまし
た。 初めてお会いした方達と、一日を過ごし、打ち解けることができました。
「相手の話を
聴く」ことは、大切なことですね。
・とてもいい講座だったと思います。
・ロジカルシンキングを受け、人の考えはそれぞれあり、それを１つに出来る考え方を教えられ
ました。いい勉強になりました。
・自分の考えに固定観念があり、人の話を聞いているようで実は聞いてなく、相手を説得させて
いた部分を発見したように思います。
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・分かりやすく話して下さった。ありがとうございます。相手の軸で話をすることの大事さが、
分かった。相手が「おいしい」と言いたいのか、「値が安い」と言いたいのか。まずそれを理
解してから、返事をしようと思う。
「自分の気持ちを整理する」こと、つまり「自分の結論を
明確にする」ことを、まずしようと思った。
・今までは、自分の思った事を 1～10 まで言っていたけど、そうではなく、もっとまとめて話すよ
うにした方がいいと思いました。
・機会があれば、また参加したいと思います。
・内田友美先生に、また、教えていただきたいと思いました。
・ありがとうございました。
・ロジカルシンキングとは、相手を否定せずにお互いの思いを話していくものなんだなと思いまし
た。これから少しずつ、試していけたらと思います。講座を受けてよかったです。ありがとう
ございました。
・ロールプレイング等で、聞くだけではなく、実際にペアになり話し合うことができてよかったで
す。先生の話を聞くとき、机の向きが反対だった。
・お茶菓子を頂けるのにビックリでした。ごちそう様でした。なごみます。今日だけで完璧にロジ
カルシンキングを身につけられたら理想的ですが、方法を知ることができたので、ゆっくりで
も自分に落とし込んで実践に活かせたらと思います。楽しかったし、勉強になりました。あり
がとうございました。
・初めての参加で最初は戸惑いました。固くなった頭のスイッチの切り替えができず、落ち込んで
いましたが、集中することによって楽しくなった自分に気付かされました。来月から、名古屋
で同様のセミナーに参加する予定です。幸福に生きる方法が身についたら最高です。今日はど
うもありがとうございました。
・とても楽しかったです。グループの方もとてもよかったです。学んだことを生活で活かせるか不
安ですが、意識してやっていこうと思います。先生がとても格好よくてステキだなと思いまし
た。
・楽しく学ぶことができました。お茶菓子やお茶を用意してくださり、ありがとうござました。参
加した講座の振り返りはとてもいいと思いました。来て、本当によかったです。
・次回参加し、レベルアップしたい。参加された方の生活状況が違うので、すごく良い体験がで
きました。
・おもしろい。
・人と楽しく会話ができ楽しかったです。自分の考えの軸をぶれずにいきたいです。
・グループでなごやかに話せてとてもおもしろかったです。
・グループで初めて会う人ばかりなのに、グループワークをする中で溶け込んでいくことができ、
自分にもそんな力があるのだと嬉しくなりました。皆さんからも学びあう楽しさを教えられま
した。ペアで「生まれ変わるとしたら、男性か女性か」をする時、即答できず、迷う自分を発
見。これは自分のテーマかな・・・。
・未記入・・・３
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ロジカルシンキング講座：振り返り
２月６日金曜 10：00～12：00
参加 8 人（男性２・女性６）

●グループで話す時、リーダーを決める際、リーダーをしてほしい人を
「せーの」で指名する場面があった。
びっくりしたのは、僕に全員が指名したこと。
どうしてだろう？男性だから？スタッフとして、あいさつをしたから？
●私は、自分を指名した。
他人に、リーダーという責任を転嫁して、嫌な思いをさせるのが嫌だから。
私は「○○さん、やってほしい！」と言えない性格なのかな。
●講座内での、ゲームは面白かった。
説教したい人って、説教して自分を発散していると思う。
●一昨年、初めて参加した時、企業戦士向けの内容と感じて気持ちがなえた。
今年参加したら、分かりやすかった。
私の夫は、理系で理論的な人。
この講座を以前受けてから、夫に太刀打ちできるようになった。
夫と話す時は、論理的に話せるようになった。
もっと若い時に、これを学びたかった。
家庭でも、友人との会話でも使えるから。
ポイントをしぼって話すことって、大事だね。
余分なことを、そぎ落として話せるようになった。
シンプル イズ ベスト！
今までは、言いたい放題だった。
無駄話も良いけれど、これからの残りの人生に活かしていきたい。
最終的には、おもしろかった。
来年も参加して、自分のスキルＵＰしたい。
●１日の講座って、頭を使うね。
２回に分けてほしい。
●講座で学んだことを、友達に話した。
が、
「どのように使えばよいか」
「どのように話したらよいか」分からなかった。
先生は、「“相手が、何を言いたいのか？“ということをまず聞く」と言った。
これからは、「まず、相手の言葉を受け入れてみよう」と思った。
参加者が思いの丈を話した、２時間でした。
参加者に記載の承諾をして頂きました。 ありがとうございました。
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