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第４９回トップセミナー 

「魅力的なコミュニケーションを考える」 

キャスター／千葉大学客員教授 木 場 弘 子 氏 

 

２月２４日(水)開催の平成２７年度トップセミ

ナーにおける キャスター／千葉大学客員教授  

木場 弘子氏による講演内容の一部を紹介します。 

 

【コミュニケーションの基本は「双方向」】 

 コミュニケーションで陥りやすいのが、「伝え

たよ」という一方向のみで満足してしまうことで

す。入社当時ニュース原稿を読む際に、「自分だ

け気持ち良くニュース原稿を読んでいる」と叱ら

れたことがありました。それは自分が読み易いよ

うに「息継ぎ」をして、自分勝手な一方向のみの

「原稿読み」になってしまっていたからです。ニ

ュースキャスターという仕事は、相手に理解して

もらって初めて「仕事をした」ことになります。

コミュニケーションは、「相手を分かろうとする

気持ち」、「相手に分かってもらおうとする努力」、

この双方向がかみ合って初めて成立することを痛

感しました。 

【運と縁とタイミング】 

 私は「運と縁とタイミング」が大切だと考えて

います。男女雇用機会均等法施行の年にＴＢＳに

入社し、民放初の女性スポーツキャスターに抜擢

されました。国立大学に独立採算性が導入された

時に、民放女性アナウンサーとして初の国立大学

講師に招かれました。大阪の池田小で起きた不幸

な事件の際、学校への対策を提言したことと、「教

育委員会に保護者も入ってもらおう」ということ

で声がかかり、県内で恐らく１番若い教育委員と

なりました。今までの人生は「運と縁とタイミン

グ」のおかげと思っています。 

 また、７つの省庁の審議会に参加していますが、

これは「専門家」としてではなく、「大いなる素

人」であり、「生活者の代表」であるから参加で

きていると思っています。 

【コミュニケーションに必要な要件】 

 情報伝達で重要な事は、相手側が、①腑に落ち

て、②想像して、③動機付けになって、④行動を

起こすことです。このサイクルが無いと、コミュ

ニケーションとして、成立しないと思っています。 

 そしてこの成立に必要となるのが、次の７か条

です。 

① 相手の背景・歴史に想いを馳せる 

② 「目的」を整理して、はっきりさせる 

③ 自分の思い込みで、相手を色メガネで見ない 

④ 相手のことを知ろうとする努力で信頼を得る 

⑤ 会話は相手のペースに合わせる 

⑥ 出だしは柔らかいところから始めるとともに、

要点は３つ以内に絞り、英文のように「結論」

を先にし時間が許す限り「理由」を。 

⑦ 相手に「意外性」（ニュース性）を見つける

ことがコミュニケーションの醍醐味。 

これら７か条のうち、大前提となるのが、実は

④です。信頼されるようにコツコツ努力すること

です。私は、名刺交換した後に、日付・似顔絵・

その時の会話などを書き込みます。「絶対無二の

この出会い」を大切にする。ここから「魅力的な

コミュニケーション」が始まります。 
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ＨＯＴ情報 

 経営品質実践セミナー（第５回） 

～イノベーション魂～ホンダ流 強い人と組織の創り方～ 

 

 

３月３日（木）に、元 本田技研工業株式会社 経

営企画部長 小林三郎氏を講師にお招きし、「経営品

質実践セミナー（第５回）」を開催しました。その要

旨の一部分をご紹介します。 

 

１．新しいことをやらないと企業は絶対に伸びない 

最近、日本から新しいものが生れない。1980年代に

ＧＤＰが世界２位にまでになったが、それは、日本全

体で新しいことをやったから。しかし、1990年代にバ

ブルはじけた後は、コストダウンと効率化ばかりで、

新しいことをやってこなかった。もちろんコストダウ

ンと効率化も大事だが、新しいことをやらないと企業

は絶対に伸びない。 

 

２．若い人に本気で期待する 

 今は大学で教えているが、元は本田技術研究所の技

術を担当していた。当時、本田宗一郎は研究所に訪れ

ては、「何か新しいことを考えたか！」「それは世界

一か！」と大声を上げていた。宗一郎は、いつも本気

で社員は世界一のものがつくれると信じていた。どう

せ、世界一のものはできないと若い社員をなめていて

はいけない。宗一郎は、「若い人に期待しろ。必ず期

待以上の成果を出すようになる」とマネジメント層の

社員に説いていた。 

 

３．本田宗一郎の夢と行動力 

 1948 年に宗一郎は浜松で本田技研工業を創業した。

当時、決して優秀とはいえない社員 34名全員に向かっ

て、毎朝朝礼で「世界一になるぞ！」と騒いでいたと

いう。誇大妄想としか思えないような言葉だったが、

２０年後にバイクで世界一を実現した。 

 日本最初の高速道路ができる１年前の 1962年に、宗

一郎は三重県に鈴鹿サーキットをつくった。国内の道

路の最高速度が６０キロの時代に、鈴鹿サーキットは

時速３００キロ近い走行が可能だった。そのサーキッ

トを宗一郎は全財産を抵当に入れてつくった。それは、

日本のバイク産業を世界一にするためには性能を上げ

なければいけない。そのためにはレース場が必要だと

考えたからだった。宗一郎は、夢だけではなく行動と

リスクも取っていたすごい人だった。 

 

４．哲学の大切さ 

 企業が低迷するのは、経営が悪いと言うよりも、新

しいことが生めなくてジリ貧になっていくから。宗一

郎は、「理念・哲学なき行動（技術）は凶器であり、

行動（技術）なき理念は無価値である」と言っている。

それは、専門の仕事の前に哲学や教養や一般的なもの

ごとの考え方を持つことで強い人間が生まれると思っ

ていたからである。哲学には高質な原体験が必要であ

る。宗一郎はそれを、「一流のモノを見ろ！一流の人

と話をしろ！一流のモノを食え！」と表現していた。 

 

５．イノベーションは若い人にしかわからない 

 役員や熟練のエキスパートは若い人が考えた革新的

な発想を否定してしまう。宗一郎は常々、「今起きて

いることは、若い人にしかわからない。年寄りは、過

去の経験・知識が邪魔をして正面から受け取れない」

と言っていた。そもそもイノベーションは、10人中９

人が賛成するようなことでは遅すぎる。９人が反対す

るような中にダイヤが存在する。若い人が考える革新

的な技術を年寄りは理解することができない。だから、

若い人は説得することに時間をかけてしまう。宗一郎

は天才なのでそのことに気づいていたため、イノベー

ションを阻害させないように本田技術研究所は、当初

４０歳定年制だった。イノベーションは若い人にしか

できない。若い人をうまく使う企業にイノベーション

が生まれ、会社がすごく伸びる。 

 

６．４０歳以上にはイノベーションマネジメントの役割 

企業の仕事には２種類ある。１つ目はオペレーショ

ン（全体の 95％）、２つ目はイノベーション（５％）

である。オペレーションはかけた時間にアウトプット

がほぼ比例するが、イノベーションはアウトプットが

最初はなかなか出ず、突然現れる。例えば、人事に成

果主義を入れると１年でできる簡単なことしかやらな

くなり、イノベーションは生まれなくなる。また、今

年の企業の成果は 10～15年前の経営者の成果であり、

今年の経営者は１０年先に向けてイノベーションへの

投資をしなければいけない。 

オペレーションは経営学で論理的に正解を追求で

きる。しかし、イノベーションは論理が通用しない芸

術みたいなものであり、本質とコンセプトが重要とな

る。そのため、４０歳以上の社員には、若い人に本質

を問い、良いコンセプトを生み出し、イノベーション

の成功を高めるイノベーションマネジメントという重

要な役割がある。 
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昨年の西日本生産性会議 特別講演の様子 

 

 

西日本地域の５つの生産性本部（中部・関西・四国・

九州・中国）主催による「西日本生産性会議」が、   

７月 21 日(木)～22 日(金)の両日、広島で開催されま

す。 

 

第４４回を迎える今回は、「未来を創る労使の挑戦

～生産性の革新で次代を切り拓く～」を統一テーマと

し、開催します。 

西日本地域の生産性運動に携わる関係者が一堂に

会し、それぞれの立場から日頃培ってきた貴重な体験

や意見を交換する中で、新たな生産性運動の発展と実

践に役立てる機会にしたいと思います。 

関係者の皆さまお誘い合わせのうえ、多数ご参加賜

りますようお願いします。 

５月上旬に完成予定のパンフレットで詳しくご案

内させていただきます。 

 

 

 と き  

２０１６年７月２１日（木）13:30～18:20 

２２日（金） 9:30～16:10 

 ところ  

リーガロイヤルホテル広島 

４階「ロイヤルホール」 

〔広島市中区基町 6-78 TEL：082-502-1121〕 

 主 催  

中部生産性本部、関西生産性本部、四国生産性本部 

九州生産性本部、中国生産性本部 

 協 賛  

日本生産性本部、中国労組生産性会議 

 後 援  

中国経済産業局、広島県、広島市 

連合中国ブロック連絡会、中国経済連合会 

広島経済同友会、中国地方商工会議所連合会 

広島県経営者協会 

 参加費  

経営側単独でのご参加 お一人につき 50,760円 

労働側単独でのご参加 お一人につき 30,240円 

労使ペアでのご参加  一組につき  77,760円 

※いずれも税込 

※資料代、ｶｸﾃﾙﾊﾟｰﾃｨｰ代、2日目の昼食代を含む 

 

 

主要プログラム  

【第１日目】７月２１日（木） 

基調講演 
「この星に、たしかな未来を」 

三菱重工業㈱ 取締役会長  大宮 英明 氏 

基調討議 

「未来を創る労使の挑戦 

          ～生産性の革新で次代を切り拓く～」 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞  

オムロン㈱  取締役会長 

日本労働組合総連合会  会長 

慶應義塾大学  商学部教授 

 

立石 文雄 氏 

神津 里季生 氏 

樋口 美雄 氏 

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ＞      

ボストンコンサルティンググループ  

ｼﾆｱ・ﾊﾟー ﾄﾅｰ＆ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ・ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

 

御立 尚資 氏 

カクテル・パーティー 

 

 

【第２日目】７月２２日（金） 

第１ｾｯｼｮﾝ 

「働き方改革と生産性向上」 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞  
㈱キャリアン 代表取締役                  河野 真理子 氏 
武田薬品労働組合 中央執行委員長        篠原 正人 氏 

日本航空㈱  
執行役員 西日本地区支配人                中野 星子 氏 

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ＞     

法政大学 経営大学院 
ｲﾉﾍﾞー ｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科教授           藤村 博之 氏 

第２ｾｯｼｮﾝ 

「知恵と工夫の独自経営～元気企業が未来を創る～」 

＜ﾊﾟﾈﾘｽﾄ＞ 

㈱果実堂 代表取締役社長                    井出      剛 氏 

プライミクス㈱ 代表取締役社長            古市      尚 氏 

本多電子㈱ 代表取締役社長                本多 洋介 氏 

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ＞  

シンクタンク・ソフィアバンク 代表           藤沢 久美 氏 

特別講演 

「トップリーダーの幸せが未来を動かす 

～次代へ渡すバトン～」 

日本メンタルヘルス協会  

代表／心理カウンセラー              衛藤 信之 氏 

 

第４４回 西日本生産性会議２０１６ 

７月２１日（木）２２日（金）広島で開催！ 

昨年の西日本生産性会議 展開討議の様子 



４ 

 

 

平成２８年度通常総会 

 
日 時：５月３０日(月)１４：１０～１８：００ 

場  所：ホテルグランヴィア広島 

           （広島市南区松原町 1-5） 

内 容： 

◇通常総会 

１．平成２７年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２８年度事業計画及び予算について 

３．役員改選について 

４．その他 

◇特別講演会  

 「課題に対処・対応できるメンタルをつくる」 

   園田学園女子大学  教授  荒木 香織氏 

    （前男子ラグビー日本代表 メンタルコーチ） 

 

◇懇親パーティー 

 

 

中堅社員セミナー   

～結果を出せるたくましいリーダーとなるための自己改革～ 

日 時：６月１５日(水)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町 3-3） 

会員参加料： 15,400円 

講 師： 

マインドセットジャパン株式会社 代表取締役社長

神戸女学院大学非常勤講師     服部 英彦氏 

内 容： 

１．競争をし、結果を出すリーダーの役割と責任 

  ・他者から見た自分の第一印象を知る 

  ・中堅社員の仕事とは？ 

  ・目的を共有して、目標を明確化にする 

２．後輩はリーダーの背中を見て育つ！ 

  ・「ＧＯＯＤ ＯＪＴ」「ＢＡＤ ＯＪＴ」 

３．現場力を強化するリーダーの仕事力 

  ・次世代リーダーとして必要な能力 

  ・メンバーをイキイキさせるために 

  ・メンバーの協力を結集する 

４．あなたは期待されている！リーダーとして活躍す

るために 

  ・成果をあげるリーダーの思考法 

  ・使命感を持ったリーダーが求められる 

 

 

 

感動セミナー 

～人と組織の成長とリーダーの使命～ 
日 時：６月２２日(水)１３：００～１６：４５ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町 3-3） 

会員参加料： 8,700円 

講 師：大阪市立大空小学校 

 初代校長 木村 泰子氏 

内 容： 

第一部 13:00～15:00 

映画「みんなの学校」(平成 25 年度文化庁芸術祭大賞受賞 ) 

  ＜文化庁芸術大賞受賞理由＞ 

  全ての子供に居場所がある学校づくりを目指す大阪

市立南住吉大空小学校の取組を、長期にわたり丁寧に追

い続けた教育ドキュメント。他の地域では厄介者扱いさ

れていた転校生が、教師と同級生、そして地域が包み込

むことで、素直で心優しい子供に成長していく姿は、見

ている者の心を熱くする。大空小学校の試みは、上から

の教育改革とは一線を画す、現場からの教育改革である。 

 

第二部 15:15～16:45 

講演「人と組織の成長とリーダーの使命」 

    講師 大阪市立大空小学校 

   初代校長 木村 泰子氏 

 

 

適性能力総合診断テスト   

～適材適所を実現する人事のために～ 

適性についてこそ人材は生きるものであり、この適

性配置を実現することによって仕事が楽しくなります。 

当本部が行うこの診断テストは、適性能力を客観的

に把握することができます。新入社員の採用や、社内

の異動の参考資料として２億４千万通りのデータが人

事担当者の期待に大いにお応えできることと思います。 

●診断内容 

【基礎的能力テスト】 

  ・言語的能力 ・論理的判断 ・推理的判断 

  ・計数的能力 ・図形的認識 

【性格適性診断】 

  ・性格特性分析 ・適性職務分析 

●テスト標準制限時間 ５０分 

●診断料金（お一人様の会員価格・税込） 

   １～ ３０名様までのお申込み  3,450円 

  ３１～１００名様   〃     3,020円 

 １０１～２００名様   〃     2,590円 

 

 

 

 

 

〈発行〉中国生産性本部 

〒730-0041 広島市中区小町 4-33 中電ビル 2 号館 4 階 

ＴＥＬ（082）242－7972 ＦＡＸ（082）242－7973 

ＵＲＬ http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/ 


