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説得せずに相手を動かす - どうすれば言葉が心に響くのか 

How to influence and motivate people  

あなたが相手に行動してもらったり、協力してもらったりするためには、あなたのメッセージが相手の心に響く必要があります。響
かなければ、その人に何を言っても、あなたの言葉はその人の右耳から左耳に素通りし、相手に影響を与えることはできません。
（もちろん、言葉が響いても、その後、その相手が行動を変えたり、実際にあなたに協力したりするかどうかは相手次第です。）  

「心に響く」というのは、つまり、その人の潜在意識に訴えかけるということです。潜在意識に訴えかけるということは、あなたのメッ
セージがその人の「理性」や「論理」というフィルターにひっかかることなく、その人の感情の部分に届くということです。どういう言葉
が相手のフィルターに引っかかるのか、そして、どういう言葉がそれをすり抜けて心に響くのかを知っておくと、営業・コーチングだけでな
く、相手に自発的に動くように促したい時や、あなたが望んでいることに協力してもらいたい時などに役に立ちます。  

注釈：この内容は、ヒプノセラピー（催眠療法）やコーチングで使われる NLP のテクニックやセオリーの中から、アサーションに役に
立つ内容をまとめたものです。NLP とは Neuro Linguistic Programing （神経言語プログラミング）の略で、アンソニーロビンズなど
の有名なライフコーチやオバマ大統領などの成功者が使う、言葉や考え方を変えていくテクニックで、成功哲学や自己啓発系の
本でよく紹介されています。コミュニケーションで相手への影響力を高めたり、短時間で目標達成させたりするためのテクニックとして
知られています。 

  

言葉が心に響くとはつまりこういうこと  

◆顕在意識（理論的な意識・意識できる意識）・・・意識全体の
１０％でフィルターの役目をします。通常の意識の状態ではメッセー
ジはフィルターにかけられ、受け取る側の解釈やジャッジメントが邪魔
をして、心の奥底まで響きません。  

◆潜在意識（感情的な意識・意識できない無意識の領域）・・・
意識全体の約９０％。もし、メッセージが相手のジャッジメントをすり
抜けた場合、心に響きます。メッセージが相手の心に響くためには、メ
ッセージがフィルターによって却下されないことと、潜在意識がメッ
セージに興味を示す・反応することが鍵になります。  

 

メッセージがフィルターによって却下されないための要素  

メッセージの発信者の権威（authority）とラポール（rapport・信頼関係） 
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誰がメッセージを発信するかはとても重要です。メッセージが同じなのに、誰から聞くかでそのメッセージの重要度が変わります。  

例：  

◆奥さんに何度言われてもやらなかったことを、まったく赤の他人に言われてやる男性  

◆友人に「自信を持った方がいい」と言われても全然自信が持てなかったのに、著名人の講演会に行って自信を持とうと決意する
人  

メッセージの発信者が同じでも、タイミングによって心に響くかどうかが変わってくることもあります。例えば、尊敬している人のメッ
セージは心に響きますが、なんらかの理由でその人への敬意を失った時点で、メッセージは響かなくなります。また、反抗期にはまっ
たく両親の言葉が響かなかったのに、自分が大人になり両親との関係性が変わるにつれて、あるいは自分の経験を通して両親の
気持ちがわかるようになり、響くようになることもあります。  

実は、メッセージの内容以前に、メッセージの受け取り側が発信者に対して感じる「権威」によって、メッセージの重要度、および心
に響くかどうかが変わってきます。そのため、何を言っても響かない相手に一生懸命何かを伝えても、やはり響くことがなく、メッセー
ジを伝える以前に、まずは信頼関係を築く・築きなおすことが先手となります。  

一般的な傾向として、あなたとの関係性が深くて密であればあるほど、逆にあなたの言葉は相手に響きにくくなります。（特に
相手のモチベーションを上げて何か行動を起こしてもらおうとしている時。）なぜなら、相手はあなたのことを良く知っているため、そ
の分ジャッジメントや期待が多くなり、あなたからのメッセージを厚いフィルターを通して処理するからです。（「彼女はどうせやらなく
ても怒らない」「彼は今すごく立派なことを言っているけど、自分のことを棚に上げている」「彼は何回も同じ話をしてしつこいなあ」な
ど。）  

普段からよくユーステートメントなどで人格否定等の批判をしている場合、相手のフィルターが分厚くなっている可能性があります。
「この人はどうせ私のことがわかってないから」という解釈が加わり、メッセージが心に響きにくくなります。従って、近い存在であればあ
るほど、普段から信頼してもらえるような関係を築いておくことが大切です。もちろん、だからと言って常に褒めていれば信頼関係が
築かれる、ということではありません。（「彼女は気を使って褒めてくれているだけなんだ」など。）普段から適切なフィードバックを
アサーティブに与えていると信頼関係を築きやすいと言えます。そしてその上で、特定のトピックに関するあなたの権威と信頼
を感じれば、あなたのメッセージはかなり強く、その人の心に響くはずです。 

「権威」というのは社会的な地位や家族内での役割ということではなく、特定のトピックに関する権威です。例えば、医者が医学の
話をする時は権威があると言えますが、同じ人が主婦同士の井戸端会議で権威があるとは限りません。また知識という点で権威
がなかったとしても、「私には分からないけれどもあなたのことを信頼する」という態度が伝われば、あなたのメッセージが相手に響くこ
ともあります。 

 

普段からの関係性がない相手の場合（よく知らない相手）は、他の要素が「権威」を決定づけます。そしてその結果としてメッセ
ージが響くかどうかも変わっていきます。代表的な要素は以下の３つです。  
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◆服装：  

着ている服によってメッセージの信憑性や影響力が変わります。T シャツとジーンズ姿の男性に「タバコをやめないと恐ろしいことにな
るよ」と言われるよりも、白衣を着た医者風の男性に同じことを言われた方が言葉の重みがあります。 

◆環境：  

環境がメッセージに与える影響力も大きいです。素晴らしいスピーチを台所で聞くよりも、大ホールの観客の一人として聞いた方が
心に響きます。クリスチャンにとって教会で牧師さんから聞いた話は心に響きますが、別の場所で聞くと響かない場合もあります。カ
ウンセラーやセラピストのオフィスの壁に表彰やライセンス・ディプロマが沢山飾られていると、その部屋で聞いた内容に信憑性が増
します。また、部下への建設的批判をみんなが聞こえるところで与えると響きませんが、プライバシーが守られる環境で与えると響き
やすくなるという例もあります。メッセージの発信者は、場所を選んだり環境の設定をコントロールしたりすることで、権威の有無もコ
ントロールすることができます。  

◆相手の信条に合う論理やセオリー：  

メッセージを相手の信条（belief system）に合うように論理立てて話すと、相手の心に響きやすくなります。しかし、多くの人は逆
で自分のメッセージや考えに合うように相手の信条を変えようとするので、相手の心に届きません。例えば、宗教を信じない人にク
リスチャンになるべき話をいくらしようとしても、意識の入り口のところで門前払いされます。セールスが嫌いな人（ほぼすべての人）
にある商品を売り込もうと思っても、同様に話を聞いてもらえないか、あるいは聞き流されるでしょう。心のシャッターが先にガラガラ
下がってしまうので、それ以上何を言っても響きません。  

まずは、相手の顕在意識の部分、つまり論理の部分で却下されないようにメッセージを組み立てなおす必要があります。例えば、
「親を大切にしよう」という内容のスピーチを教会でする時は、「神」「聖書」という言葉を入れた方が響くかもしれませんが、同じ話
を様々なタイプのオーディエンスが集まる場所でする時は、宗教っぽくなることで逆にメッセージを遮断してしまう人もいるでしょう。会
社の利益に興味がない部下に、「会社のためにミスを減らすべきだ」という説教をしても響きませんが、本人の関心事やゴールにフ
ォーカスを置いて「ミスを減らすと、あなたはこのようなゴールが達成できる」と話した方が響きやすくなります。 

自分のメッセージを相手に分かってもらおうと説得するのではなく、相手の価値観・興味・ニーズに自分のメッセージを合わせ
た方が、相手に響きます。 この章のタイトルは「説得せずに相手を動かす」ですが、実は「説得しなければなら

ない」という時点で、もう相手は動いてくれないことがほぼ確定してしまいます。それよりも、自発的に動き

たいと思わせるような情報を与え、判断は相手に委ねた方が相手は動いてくれます。 

メッセージが潜在意識の興味を引くための要素  

具体的なイメージをさせる＆実体験をさせる  

潜在意識はイメージが好きです。あなたは、感動的なドラマや映画を見ていてつい引き込まれ、特定の人物に感情移入をしてし
まい、泣いてしまったり怒ってしまったりした経験はありませんか？あなたの理性的な顕在意識は、「この話はフィクションだ・現実で
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はない」と理解していますが、潜在意識はイメージが好きな上、フィクションと現実の区別がつかないので、反応して涙を流すという
指示を与えてしまうのです。  

同様に、あなたが話をする時には相手の頭の中に具体的なイメージを描かせるのが鍵です。  

  

具体的なイメージを描かせるには：  

◆五感に訴えるような詳細や言葉を使う 

海の情景を話す時は、潮風・ひんやり・波の音・リラックス・足の裏の砂の感触など、五感を使った具体的な表現の方が、相手が
頭の中で情景を思い描くことができます。肌の話をしているときは、もっちり、しっとり、白い、突っ張らない、など。日本語は擬態語
や擬声語が豊富なので、うまく使うと効果的です。 

◆ストーリーを話す 

「両親を大切にした方がいいよ」と言われるよりも、親不孝の結果、罰が当たった話や家族愛についての感動ストーリーを聞いた方
がハッとすることがあります。あるいは、「もっと痩せた方がいいんじゃない？」と言われるよりは、別の人の痩せてきれいになって何か
得をした経験を聞いた方が、やる気が出てくることがあります。潜在意識は、ストーリーの方に反応するという特性を持っています。
また、個人的ストーリーには個人的な要素が入ってくるため、共感ポイントが増え、よりメッセージを受け入れやすくなります。 

例 (リンクがなくなることがあるので、切れていたら教えてください。) 

【一瞬の勘違いで離婚を切り出した夫の一生の後悔】 

「メキシコ人の漁師とハーバード大卒のコンサルタント」の話 

 

◆具体的に話す 

相手に特定の行動をしてもらいたい時、具体的に何をしてほしいのかピンポイントで伝えた方が、相手も実行しやすいです。例え
ば、「もっと私のことを大切にしてほしい」と言うよりも、「毎日必ず一回は電話してね」「毎週水曜日の夜にごみをこういう風にまと
めて指定の場所においてください」などと言われた方が何をすれば良いのかはっきりと分かりますし、イメージしやすくなります。  

◆具体的な言葉や表現を使う 

抽象的よりも具体的な言葉を使いましょう。「しばらく」というよりも「5 分」、「変わった」というよりも「改善した（更にはどう改善した
のか）」「悪化した」、「とても大きい」よりも「東京ドーム 3 つ分」、「小さい」よりも「米粒くらい」、「少ない」よりも「5 人」、「結構」よ
りも「50 ページ」、「早め」よりも「5 月 25 日まで」など。 

https://www.facebook.com/Nakerukandou123/posts/667535539957007:0
https://curazy.com/archives/64409
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時々、「具体的にする＝話を長くする」という誤解をする方がいらっしゃいますが、そうではありません。文章が短くても具体的な言
葉を使うことで情報量を増やすことができますし、逆に話が長いほど重要ポイントが分かりにくくなるため、響きにくくなる可能性が高
まります。  

◆例をあげる（事例） 

「私はコミュニケーションが苦手です」という文だけでは、具体的にどのように苦手なのかが見えてきません。しかし、「例えば、上司の
機嫌が悪い時に、つい、イライラさせてしまうのではないかと気になり、必要な時でも話しかけることができず、あとで後悔します」や、
「一対一だと大丈夫なのですが、グループで話し合いをする時、私は自分の答えが笑われるのではないかと思ってしまって、発言で
きません」と具体的な例を挙げることで、相手がクリアに状況を想像することができます。  

◆例え・メタファー（比喩）を使う 

例えが的確だと、あなたのメッセージはより的確に伝わり、イメージもしやすいので、心にも響きやすくなります。ただし、相手がその
例えを理解できることが重要です。スピーチなど多数の人に向けたメッセージでは、誰でも知っていることや、誰でもわかる言葉を使
った例え話を考えます。特定の一人との会話では、その相手が興味・関心を持っていることを例えに使うこともできます。お笑い芸
人の突っ込みなども例えがよく使われ、絶妙なものは強烈なイメージを残すため、大きな笑いを誘います。（「高低差がありすぎて
耳がキーンとなる」など。） 

このアサーショントレーニングプログラムでも、多くのメタファーを使っています。  

例：「褒め言葉を受け取った方が良いですよ」と言うよりも、「褒め言葉は、時限爆弾ではありません。相手からもらったプレゼント
です。プレゼントをあげたのに拒否されると嫌な感じがするように、せっかく褒めたのにそれを受け取ってくれないと、褒めた方は嫌な
感じがします」と言った方が印象に残りやすく、響きやすくなります。 

その他のメタファーの例： タケノコ堀り、シャッターガラガラ、リモコンで相手の影響力を下げる、など。 

◆メリットを話す 

DESO スクリプトで説明した通り、あなたが提案することを実行するとどういうメリットがあるのかを明確に伝えることで、相手はイメー
ジしやすくなり、あなたに協力しやすくなります。 

◆本人が実際に体験して実感する 

相手にメッセージを伝えている時に相手の感情に訴えることは強力ですが、相手がその後実際にそれを体験して実感すると、更に
あなたの影響力は強まります。つまり、本当の意味で言葉が響くのはメッセージを伝えているその時ではなく、その後で相手が
自分の行動を通して実感した時です。ですので、伝えた時に相手が分かってくれなくても良いということです。 

私たちは自分で体験したことは誰が何と言おうと信じますし、自分が体験していないことはなかなか信じられません。例えば、臨死
体験をして天国に行った経験のある人は誰が何と言おうと死後の世界を信じますが、そうではない人たちには信じがたいでしょう。 
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また、「人前でスピーチをするなんて自分には無理だけど、いつかやってみたい」と思っているクライアントに、あなたが上記のテクニック
を使って「あなたにもできるよ」と背中を押したとします。あなたの話を聞いた直後、そのクライアントが「私にもできるような気がしてき
ました。では、やってみます」と言ってくださったとします。この時点であなたの話は彼女に受け取ってもらっているのですが、本当の意
味で「心に響く」のはこの時点ではなく、実際にその人が人前でスピーチをして上手くいった時です。「本当に私でもスピーチができる
のだ」という確信につながると同時に、あなたへの信頼やあなたのメッセージが持つ権威が高まるため、その後あなたの言葉が更に
響きやすくなります。当然のことながら、後に本人が実際に体験・実感するかどうかは、あなたがコントロールできることではなく、相
手に委ねる必要があります。このアサーションコースに関しても、最初は「ピンとこない」と言っていた受講者がコースの終盤にかけ
て、あるいはコースが終わってから私に「今やっと意味が分かりました」と連絡してくださる方もいます。  

 

私たちが同じ情報に対して同じ反応をしない理由  

前述のように、私たちは心の中にフィルターを持っていて、そのフィルターを通してメッセージを受け取ります。このフィルターはどういっ
た要素からできているのかを理解すると、メッセージの影響力を高めるために役に立ちます。 

ここでは「どうすればよいか」ということよりも、ただ単に私たちは人それぞれ異なるフィルターを持っているため、同じメッセージを発信
しても受け取り側の要素によって解釈が変わってくるということだけを理解していただければ十分です。  

 

◆五感の優勢度が違うから：  

コミュニケーションの際に、どの五感が優勢であるかは人によって異なります。  

視覚タイプ：表情や外見、描写、色彩表現など、視覚に訴えてコミュニケーションを図るのが得意  

聴覚タイプ：音程や声の高低、抑揚など、音に関する表現を使ってコミュニケーションを図るのが得意  

触覚タイプ：運動、身体や触覚に関する表現を使ってコミュニケーションを図るのが得意  

など。 

NLP では細かく、どの人がどのタイプなのかを学びますが、ここではそこまで細かく理解する必要はありません。ただ、前述のように、
五感に訴えた話をした方が心に響くということだけを念頭に入れておいてください。  

◆行間を読み取ろうとするかそのまま受け取るか、タイプが違うから：  

私たちは同じ文章を言われても、人によって異なった解釈をします。例えば、「きれいですね」と言われて「ありがとう」とそのまま受け
取る人と、「どうせお世辞でしょ」と思う人がいます。私たちは大きく分けて言葉をそのまま文字通り受け取るタイプと、行間を読
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み取ろうとするタイプに分かれます。このタイプ分けは白黒はっきりしたものではなく、私たちはみんな両方の要素を違う割合で持
っています。行間を読み取ろうとするタイプ、あるいは自分の容姿に自信がない人に「きれいだから自信持った方がいいよ」と何回
言おうと、その人の心には響きません。そのため、メタファーやストーリーを使うなどして、顕在意識のフィルターをすり抜けるような伝
え方をするなどの工夫が必要です。 

小さい頃、一番多く時間を過ごした大人（ほとんどのケースでは母親ですが、人によってはベビーシッター、父親などと異なります）
がどのようなコミュニケーションパターンを持っていたかにも影響されます。もしその大人が、言っていることと実際に行動していることが
一致していた場合は、あなたは言葉を文字通り受け取るトレーニングを長年受けているため、言われたことをそのまま解釈する傾
向にあります。一方、言っていることと実際の行動が一致していない大人に育てられた場合は、言われていること以外のメッセージ
を読み取る訓練を受けてきたので、行間を読み取ろうとすることに慣れています。（出典：Hypnosis 

Motivation Institute）  

◆いらない情報を消去しているから (deletion)：  

私たちは自分にとって必要のない、あるいは関心がまったくない情報にはまったく注意を払いません。私たちの脳が処理できる
情報量は限られているからです。「新しい車を買ったら、急に街中で同じ車がよく視界に入ってくるようになった」というのは、車が急
に増えたからではありません。前も同じ数の車があったのに、あなたにとって関係のない情報が消去されて、入ってきていなかっただ
けです。  

そのため、もしあなたのメッセージを相手の心に響かせたい時は、その人に関連付けて話すことが重要です。例えば、ただ単にハイ
ブリッドカーについて話すのではなく、ハイブリットカーでどれだけお金を節約できるかという観点から話せば、お金に関心がある人は
心を開いて聞いてくれる可能性が高くなります。 

◆事実を歪曲しているから (distortion):  

ある状況下において、事実が歪曲されると、私たちの五感は簡単に影響を受けることがあります。 

例：予め「この辺りには蛇がよく出るよ」と教え込まれている人が縄を見ると、蛇だと思って恐怖を感じてしまう・中国で食べた料理
が美味しかったので、何が入っているのかを尋ねたら「猫」と言われて急に食べられなくなった・水道水を高いミネラルウォーターのボ
トルに入れて渡すとみんな美味しい水と思い込むなど。  

私たちは、誰かから予め「これいいよ」と言われたものは良いものとして最初から受け取りますが、予め「悪い」と教えられていると悪
いところを見つけようとします。  

◆事実を一般化しているから (generalization):  

私たちの多くは、たった数回の経験をもとに、似たような現象のすべての結論を決めてしまうことがあります。これは動物としての私た
ちが、身の危険を守るための本能のメカニズムです。例えば、数回火を触って熱かったという経験から、私たちは火を触ると危ない
と結論付けているため、危険を回避できます。しかし、この本来役に立つメカニズムこそが、私たちが様々な事柄をそのまま受け止
めず、解釈を付けて結論付けてしまう理由でもあります。 
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◆解釈がパターン化されていて無意識に浮かんでくる:  

過去の記憶に基づいて、特定の反応（リアクション）や解釈が無意識のパターンとして刷り込まれています。特に年齢が高くなれ
ばなるほど経験値が上がるため、現在の判断による「レスポンス」ではなく、過去のパターンに基づく「リアクション」になることが多い
です。（注釈：リアクションは受動的、レスポンスは能動的な反応です。）  

例えば、英語のネイティブスピーカーに英語が通じなかった経験があり、それ以降、英語を話す時に恐怖を感じる、などです。 

  

モチベーションの仕組み  

モチベーションの仕組みは人によって異なります。どのような要素が、相手のモチベーションを上げるのかを知っておくと、メッセージの
組み立て方を工夫することができます。 

その人のモチベーションの仕組み（快楽の原則 Pleasure-Pain principle）： 

私たち生物のモチベーションは、楽を求めるか苦を避けるかのどちらかです。相手が目的志向型なのか問題回避型なのかを理解
すると、相手のモチベーションを効果的に上げることができます。  

例：ダイエットの後押しをしたい相手に「この服を着たら、すごく似合うと思う」と言うか（目的志向）、「このままだと病気になって
しまう」（問題回避）と言うか。 

 

その人の信条 (Belief system):  

その人が信じていること。例えば、お金に対する考え方は人によって違います。「お金はすぐになくなるもの」と思っている人もいれ
ば、「お金を貯めるのは簡単だ」と思っている人もいます。その人の考えていることはその人にしか分かりませんので、決めつけても意
味がありません。その人と話をすることによって、その人のどういう考え方が特定の行動を起こしているのか、あるいは、どういう
考え方がその人の行動を妨げているのかを、相手の中から引き出していくことが重要です。 

「引き出す」と言っても難しいことはなく、ただ、その人に質問すればよいだけです。例えば、「タバコをやめたいのにやめられない」と言
っている人に、「タバコはやめた方がいいよ。やめないと早死にするよ」と言っても意味がありませんし、逆に相手からの抵抗心を強め
ることになります。その人はそのことを既に知っている上で吸っているからです。「～したいけど、できない」というのは、頭（顕在意
識）ではわかっているけれども心（潜在意識）でわかってないということです。その場合は、単純に「タバコを吸うメリットは何だと思
いますか？」「どうしてタバコを吸いたいと思ってしまうと思いますか？」と聞いてみて、相手に考えさせるのがコツです。私たちがとる行
動は、無意識なものでも意識的なものでも、必ず何等かのメリットがあるからやっています。それを相手が探すことを手伝ってあ
げるというスタンスでやると引き出すことができます。  
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相手の考えを引き出し、相手自身が望む行動の後押しをする「コーチング」 

コーチングとは、対話によって相手の自己実現や目標達成を図るコミュニケーション技法です。 相手の話をよく聴くことでラポールを
形成し、フィードバックと効果的な質問を通して、相手の自発的な行動を促します。前述の通り、私たちは他人の価値観や意見
で”説得”されても、納得して動こうとは思いませんが、自分の中から自発的に出した答えなら、受け入れることができ、モチベーショ
ンも上がります。このコミュニケーション技法を身に付けると、職場や家庭での人間関係も向上し、信頼関係も高まります。 

コーチングの流れを簡単に説明します。 

 

１．ラポールを築く： 

まずは相手に心を開いてもらえるような状態にしておくことが必要です。NLPでは様々なテクニックがありますが、ここでは省きます。
次のステップの「傾聴」でかなりラポールを形成することができます。 

２．傾聴: 

相手の話を途中で遮らず、最後まできちんと聞きます。「え～、それは良くない」「そんなに短時間に痩せるのは無理じゃないかな
あ」などの意見や求められていないアドバイスはいりません。 

3．質問を通して具体化: 

現状や着地点、課題・実際のタスク設定がクリアになっていないと、目標の達成が難しくなります。従って、相手の思考をクリアにす
るための質問をして、その人に自分自身を掘り下げてもらいます。質問はパートナートークで配布した質問リストを参考にしてくださ
い。 

 

例えば、運動したいのにできていないという人には、どうして運動が嫌だと思うのか、どうしたら運動できると思うのかを聞いてみます。
もしかすると、相手は「運動自体は好きだけど一人で外に出るのが面倒くさい」と言うかもしれません。  

それを受けて、「ではどうすれば行動を変えることができると思いますか？何をしたいですか？」と聞いてみてください。（あなたが何
をすれば良いと思うかを伝えるのではなく、フォーカスは常に相手においてください。） 

例えば、「友達が行くのなら自分もできるかも」と言うかもしれません。「でも友達がいない」というのであれば、「どうすれば見つけられ
ると思いますか？」と聞いてみます。コツは、「ではどうすればいいと思う？」と聞き続けることで相手に気づかせることです。相手から
の答えが具体的ではない場合は、「それは具体的にはどのようなことですか？」「例えば？」等、具体化・言語化を促します。 

必要性を感じる時は、“情報提供”をして方向づけをすることも可能ですが、“アドバイス”はしません。例えば、私のアサーショントレ
ーニングのセッションであれば、相手から出てきた解決策が「怒りをそのままストレートに相手にぶつければ良いと思う」であったとしま
す。それは確かに相手から出てきた答えではありますが、「潜在意識の仕組みから言うと、怒りをそのままぶつけると相手が抵抗心
を感じてメッセージが響かない可能性が高まります」という情報提供はしておきます。それは私の専門知識であり、目標達成の加
速化に貢献すると思うからです。ただし、その情報を基にどう考えるか・どう行動するかは本人次第です。 
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４．課題設定: 

ただ一度話をするだけでは意味がありません。必ず、次のミーティングまでに具体的に何をするのか、設定します。設定する課題に
は測定・実現可能なものを選びます。人は締切があった方がモチベーションが上がります。 

また、あとでその人に連絡をして実際に言っていたこを実行するチャンスがあったかどうかフォローアップするのもよいアイデアです。(た
だし、本人が希望しているということが前提で、本人が実はそれほどやりたいわけではなかったら、しつこいと思われる可能性はあり
ます。) 

 

５．フォローアップとフィードバック: 

後日、必ずその後の進展をチェックするためのフォローアップとフィードバックの機会を設けます。前のレッスンでカバーした通り、フィー
ドバックは人が進歩するために必要です。そして、その人が約束を果たせていなかった場合は、できなかったことを責めるよりも、本
人にできなかった原因とできるための方法を考えてもらいます。コーチングの過程でその人のモチベーションが上がるコツも聞いてみ
るのも良いです。またきちんとできた場合は、更にやる気を継続できるように、ポジティブフィードバックを与えたり、これまで達成した
ことをリマンドしたりします。 

注意事項ːコーチング・フォローアップ・フィードバックは本人が望んでいることが前提です。最初に本人がやりたいと言っていたのに、
いざ始めてみると次までにやると言ったことをやってこなかったり、本当にやる気があるのだろうか、と疑問に思うようなときがあるかもし
れません。その場合は、その人は実はそれほどやりたくなかったのか、そのやり方ではやりたくないのか、時期がよくないのか、という原
因が考えられます。叱ったり、強制したり、「あなたはやる気がない」と決めつけるとせっかく築いた信頼関係が崩れるたり、コーチン
グの効果が薄れますので、押し付けずに、でも根気よく寄り添うことが重要です。 


