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１． オンライン時代だからこそ気を付
けるべきこと

（１）はじめに
みなさんこんにちは。松本です。
本日は、オンライン時代に対応できる、分かりやす

い伝え方、話をする際の勘所についてお話しします。
オンライン時代にわかりやすく伝えるということは

今までの対面よりもハードルが上がっております。今
までは対面ですから、会合の場で相手の表情や動き、
場の空気などいろいろな情報が感じられます。しか
し、オンライン時代ではそうした情報は入らず、画面
の中ですべてを完結させなければなりません。すなわ
ち、映っている2次元の平面的な画像と声だけで理解
してもらう必要があります。

（２）離脱率を低く！
聞き手の気持ちを思い浮かべてみてください。対面

では寝るわけにはいきません。でもオンラインでの会
議では、寝ていようが何をしていようが構わない。顔
が映っている時だけ寝ていないフリをすればよいの
で、聞き手のモチベーションは低くなります。
つまり、オンラインになったことで、離脱率が高ま

る、つまり気持ちが離れたり、実際にその場からいな
くなったりする人が出てくる、そういう状況において
も聞かせなければなりません。これがオンライン時代
の話し方に求められています。みなさんは「内容が良
ければいいだろう」と言いますが、内容が良くても駄
目なこともあります。例えば、「何が言いたいの？」
「前置きばかりで長いなあ」「見ていて何かいいことあ

る？」という聞き手の反応があるときです。
また、これまでの一般的なプレゼンなどでは「いい

こと」は最後に出てきますが、動画だと視聴者は最後
まで待ってはくれません。中身がよくても聞いてもら
えない、というのが今の時代における話すことの難し
さです。それを何とか聞いてもらえる、見てもらえる
ようにしよう、というのが本日のテーマです。

（３）テレビ業界のノウハウを
何を参考にすればよいかというと、テレビ業界で
す。テレビ業界は、見てくれないお客さんを振り向か
せるために必死で努力してきた業界ですので、テレビ
で使っているテクニックを生かすことが一つの突破口
になると思います。
本日は、重要なものから順に4つの項目をお話しし
ます。
1つ目は「見続けてもらうための構成・スライド」
です。今までのスライドの作り方でいいのですか？と
いうことです。
2つ目は「一度聞いただけでわかるコメント作り」
です。話していることがきちんとと分かる内容になっ
ているか、ということです。
3つ目にようやく「伝わる声の出し方、話し方」が
出てきます。
4つ目は「カメラとの向き合い方」です。しっかり
と見てもらうためには、映り方にも気を配る必要があ
る、ということです。
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２． 見続けてもらうための構成・ 
スライド

（１）上達するための最短コース
話し方が上達するための最短コースは何かという

と、面倒でも「録音すること」あるいは「録画するこ
と」です。これをやっている人はいますが、大半の人
は自分の声を聴いたとたんに「嫌だ！」と消してしま
います。その気持ちはわかりますが、それを乗り越え
て、聞き手の視点で、どこを改善できるのかを知るた
めに録音、録画をやっていただきたいと思います。
話したことを文字に書き起こすと、更に上達しま

す。NHKのアナウンサーは、先輩アナウンサーのコ
メントを全部文字に書き起こして、自分のコメントと
どこが違うのかを比較するという作業をします。そう
すると、ベテランアナウンサーのコメントには無駄が
ないということがわかります。若いアナウンサーの多
くは、口は回るのですが、無駄な言葉がたくさんあり
ます。今は音声をそのまま字に書き起こしてくれる
GoogleドキュメントやSiriなど便利な装置がありま
す。GoogleドキュメントもSiriも優秀すぎて「えー
と、あのー」というようなところは自動的にカットし
てしまいますが、ご自身で「えーと、あのー」という
ようなところを補ってみてからコメントを読んでみる
と、どれだけ自分が無駄なことを話しているのかがわ
かります。

（２）相手が聞きたいことを話す
プレゼンのオープニングによくあるのが、長い自己

紹介です。「この話し手は何者なのか」という聞き手
の気持ちを慮るあまりに「私は何者か」について一所
懸命に説明しますが、実は、聞き手はあまり関心があ
りません。聞き手は「で、何なの？面白い話を早く！」
と思っているので、自己紹介はなるべく短くした方が
良いでしょう。
また、結論を言う前に、プレゼンのテーマについて

の現状認識を入れることがよくありますが、話すとき
は、先に結論を言うべきです。プレゼンでは、まず結
論を言って聞き手が「おいおい、どういうことだよ？」
と思わせてから、「いや、実はこうなのだ」という順
番で話していくのです。つまり、レポートの様式と話

の様式は順番を逆にした方がいい。面白い話を早くし
てください。
「自分が話したいことを話す」という意識をまずは
捨て「相手が聞きたいことを話す」という意識をもっ
て、話す順番を変えていくだけでかなり違います。

（３）最初の5分が勝負！
テレビのオープニングでは「早く見たい！」「何か

面白いことが起こりそう！」「見たら得しそう！」と
いうテクニックを使っています。バラエティ番組の
オープニングでは一番いいところを見せることで、視
聴者に「見たい」と思わせないと見てはくれません。
このテクニックを使うだけでかなりプレゼンが変わっ
てきます。多くのみなさんは、このようなやり方をし
たことがないと思いますが、期待を煽る内容から始め
ないと、特に動画は見てもらえません。
そして、勝負は最初の5分です。ポイントは4つあ

ります。
一つ目は「今日のテーマを明確にする」ということ

です。二つ目は「困りごとを煽る」、三つ目は「ソ
リューションを提示する」です。相手が思っている
テーマを挙げ、煽っておいて、ソリューションを提示
する。「煽っておいてソリューション、煽っておいて
ソリューション」を繰り返すことでプレゼンは生き生
きとしてきます。四つ目は「話を聞くと得られるベネ
フィット」です。話を聞けば、明日からこれが変わ
る、友達にこういうことが言える、という聞き手に
とってのベネフィットを伝えることで聞き手のモチ
ベーションを上げるわけです。
このように、最初の5分を全部聞き手のモチベー

ションを上げるために使いましょう。細かい話はその
あとにします。
テレビ番組では、視聴者の興味を掻き立てる見出し

を画面の左上や右上に付けて煽っています。見てみた
いと思わせられるかどうかに勝負をかけているわけで
す。話題のドラマでもこのテクニックが使われていま
す。変な表情のところばかり映して、インパクトのあ
るセリフを出されると、もう見ざるを得ません。興味
を掻き立てる見出しを付ける、そして内容が伴ってい
れば完璧なプレゼンということになります。
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（４）オンライン時代にふさわしいスライドを
私は企業でプレゼンを指導していますが、最初に直

面するのがこれまでのやり方との闘いです。よく顧客
から言われるのは「スライドはこれまで使ってきたも
のがあるので、これでやりたい」というものです。こ
れに対して私は「いやいや、今こそ、オンライン時代
にふさわしいスライドを作りましょう！」といつも
言っています。
では、どういうものがふさわしいのか、逆に考えれ

ば、どういうものがダメなのか。スライドの2大NG
があります。
ひとつは「情報量が多すぎる」というものです。公

務員の世界では「一枚紙にまとめる」という文化があ
るそうですね。だから公務員の方が作るスライドには
1枚に盛り込む情報量が多くなります。よく読めば、
すごくまとまっているけれども、「ご覧いただくとお
分かりのように」とはなりません。「よく読んでくだ
さい」というのが正しい表現でしょうけれど、これを
見せられると「どこをしゃべっているのかわからな
い」ということが起きます。これが二つ目のNGです。
情報量の多いスライドを見せられると、聞き手は字

を全部追ってしまいます。聞き手が見ている所に合っ
たコメントをできればいいのですが、聞き手がプレゼ
ン資料の一番上の箇所を読んでいるのに、話し手が真
ん中の右下あたりから読み始めると、聞き手の方はつ
いていけません。「手持ち資料としてよくまとまって
いる資料」と「プレゼンで参加者に理解してもらえる
資料」とは違います。理想としては二種類作った方が
よいのですが、忙しくてそういうわけにはいかないと
いう方は、せめて視線誘導をしましょう。例えば「い
ろいろ書いてありますが、今言っておきたいことは、
スライドの右下、○○と書いてあるところです。ここ
からお話しします。」というように、情報量の多い資
料を使う場合には視線誘導をしましょう。
大切なのは「聞き手を置いてきぼりにしない」こと

です。これを意識するだけでも「わかるプレゼン」に
なります。

（５）スライドプレゼンのポイント
スライドプレゼンのポイントは5つあります。

ア．「スライドはできる限りシンプルに」
先程お話ししましたが、なかなか出来ないという
事情もわかります。

イ．「スライドと話のコメントは同じに」
話している内容がスライドのどこに該当するのか
だけは明示してください。

ウ．「情報が多いときは視線誘導を」
どこを話しているのかわからない、ということが
一番困ります。

エ．「ネタバレに注意！」
答えを導くために説明しているのに、同じスライド

の一番下に答えが出ている場合があります。そうする
と「わかっちゃった！」となり、それ以上話を聞かなく
なってしまいます。そこで、できればアニメーションを
使ってください。アニメーションで消しておいて、しゃ
べりと同時にポンとスライド上に現れたら、聞き手の
頭に残ります。聞き手は隠しておくから見たくなります。

オ．「細かい情報は手持ち資料に記載する」
簡単なスライドを作る、細かい内容については手持

ち資料として渡す、というのが理想です。それが難し
い場合には、せめて「ここは見てください、ここは見
なくていいです」ということを教えてあげてください。

（６）オンライン・プレゼンのポイント
オンラインのプレゼンでは、スライドにさらに工夫が
必要になります。「退屈な映像を続けない」ことです。
スライドが文字ばかりだとそれだけで読む気がしない
ので、スライドに変化をつけることが大切です。つま
り、スライドを延々と見せるのではなく、写真や動画を
随時入れ込む、たまに話す本人の映像に切り替えるな
ど、少しでも飽きさせないようにすることが大切です。
それから、いま何を話しているのか、画面の隅に見

出しを表示することも有効です。これを使うだけで
も、オンラインで見続けてもらう率は上がります。こ
こまで工夫をすることは大変だということもわかりま
すが、ここまで頑張れば、Youtube時代でも生き残る
ことができるプレゼンができるかもしれません。
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３． 一度聞いただけでわかるコメント
作り

（１）面倒でも原稿は作る
次は「一度聞いただけでわかるコメント作り」です。
まずは、プレゼンでは面倒でも原稿を作ることが大

切です。「原稿がなくても話せる」「箇条書きのメモが
あれば話せる」という人がいますが、話せるというこ
とと、聞き手が理解できるということは別の話です。
聞き手が理解できるコメントになっているのかを確認
するためにも原稿を書きましょう。私は新人アナウン
サーの頃、入社5年目ぐらいまでは、全部原稿を書い
ておりました。その経験もあって、私はこうやって短
く区切って話すことができます。しかし、こうなるま
でには、やっぱり練習が必要です。
また、原稿を書いておくと、時間が押している、長

いという場合には、後で文言を入れ替えるとか、この
情報は不要だな、ということが可視化できます。可視
化しておくと思い切って削れます。原稿を用意せず
に、いきなり話すと、削るべき箇所が必要な気がして
迷ってしまうのですが、可視化しておくと思い切って
削ることができます。原稿を用意することは手間がか
かりますが、メリットが多いのです。

（２）原稿はできる限りシンプルに
原稿を作るとき、理解しやすいものにするために心

がけていただきたいことは「できる限りシンプルにす
る」ということです。シンプルなのが一番わかりやす
い。ではどのようにすればよいのでしょうか。

ア．初めにざっくり説明、後でしっかり説明
まずは構成です。構成というのはどういう順番で話

すのかということです。私がこれから1つの例文を示
します。聞いてください。

「伝わる話し方を考える上で大切なのは、聞いて
いる人に『わからないなぁ』『長いなぁ』『おもしろく
ないなぁ』と思われないように、『何が言いたいか』
を出来るだけ早めに伝えることと、なるべく短い文
章で話すことという2つの点に気をつけて、聞いて
いる人が負担に感じないよう配慮することです。」

いかがでしたか。わかりにくいですよね。一つの文
で話してしまうと情報量が多すぎます。それに理由も
結論もぐちゃぐちゃになっていますが、実際、多くの
人がこのように話しています。
伝えているつもりになっていても、聞いている方に
は残っていない、これが話し言葉の落とし穴です。話
し言葉はきちんと設計しないと伝わりません。
ではどうすればよいのか。まず、最初に「ざっく
り」したことを話します。要点や概略、結論などを
「ざっくり」話して、細かいことは後で「しっかり」
説明するのです。「これから話すことはこんなことで
す」と先に話しておくと「ああ、こんなことなのか。
ではそのあとは。」と細かいことを聞く気持ちになる
のです。先ほどの例文を「結論」「まとめ」「理由」と
いう順で話してみるとわかりやすくなります。

（結論）
伝わる話し方を考える上で大切なのは、聞いて
いる人が負担に感じないよう配慮することです。
（まとめ）
2つの点に気をつける必要があります。

「何が言いたいか」をできる限り早めに伝えるこ
と。そして、なるべく短い文章で話すことです。
（理由）
聞いている人に「わからないなぁ」「ながい
なぁ」「おもしろくないなぁ」と思われないよう
にするためです。

このように「ざっくり、しっかり」を心がけておく
と、話の内容が聞き手に残ります。アドリブでは無理
ですので、文章で書いておきましょう。

イ．見出しを付けるとさらにわかりやすく
このように文章の順番を直しただけでも十分わかり

やすいのですが、もっと聞いている人にわかりやすい
ようにするために、それぞれのパラグラフに新聞記事
のような見出しをつけるとよいでしょう。最初のパラ
グラフには「結論から言いましょう！」という見出し
を付けます。これをやると、聞き逃しちゃいかん、と
いうので絶対に聞いてもらえます。
「結論から言いましょう！」のパラグラフで「聞い
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ている人が負担に感じないよう配慮することです」と
話すと、聞き手が「何に配慮するの？」と思うことが
予想できます。ですので、次のパラグラフには「何に
配慮するのか？」という疑問文で見出しを付けます。
配慮することは2つ、○○と××だよ、と話します。
そして最後のパラグラフには「なぜだと思いますか？」
と見出しを付けて理由を述べます。
このパターンを使うと、だらだら聞かせるということ
はなくなります。私はこの「問いかけをして、その後に
謎解きをする」というやり方を「一人マッチポンプ方
式」と呼んでおります。知っているなら最初から答えて
よ、と思うかもしれませんが、聞いている人を引き付け
るために問いかけをするわけです。私はNHKで動物の
ドキュメンタリー番組を長い間担当していて、その番
組ではこのテクニックを使っていました。例えば草むら
の中にユキヒョウというヒョウがいたとします。「あ、
草むらの中に何かいます。何でしょう。ユキヒョウです」
というのです。「何でしょう」って聞いておいて答えを
知っていたのか、という、よく考えるとおかしいなコメ
ントなのですが、これで視聴者を惹きつけます。
ここまで話したことをまとめます。
「すべてを一度に言おうとしない」
「結論・概要を早く言う」
「見出しを付ける」
「細かい情報は少しずつ付け加える」
皆さん、こういう構成で話してみてください。

（３）文章をシンプルに
ア．文を短く
次は文章をできるだけシンプルにすることについて

です。これは簡単です。短いのがいい。
ここに2つの例文があります。

A「�私は、大きくて枝ぶりの良い、美しい桜の木
を見ています。」

B「�私、見ています。桜の木です。大きいです。
枝ぶりも良いです。美しいです。」

どちらがよい文章だと思いますか、と尋ねられる
と、Aの文章の方がさっぱりしていていい、Bの文は
ぶつ切りでいやだ、という人が多いでしょう。でも音

で聞くと、Aの文は「私は、大きくて枝ぶりの良い、
美しい」まで聞いても何もわからない。私が桜の木を
見ている、という聞き手が知りたいことがなかなか出
てきません。文字で見るとAの文章は問題ないのです
が、音というのは聞こえた瞬間に理解できないと頭に
入ってこないものです。Bの文章は、ざっくり、重要
なところから先に言う、細かいことを付け加える、そ
れを細かく区切って少しずつ出しているのが特徴で
す。話し言葉でキレをよくしたかったらBの文章のよ
うにするべきです。
小泉純一郎元総理が2001年5月の大相撲夏場所で

優勝した貴乃花関にかけた「痛みに耐えて、よく頑
張った！感動した！おめでとう！」という名文句があ
りました。普通の人は「痛みに耐えて頑張る姿に私は
本当に感動しました。心からおめでとうと言いたいと
思います」と言うのですが、これだと名文句にならな
いですよね。小泉純一郎元総理が言った言葉には余計
なことが一切省かれています。しかも一つの文章に一
つの意味しかない。主語さえありません。これくらい
一つ一つの文を短くすることで話し言葉は相手に強い
インパクトを与えます。

イ．一文の情報量はできるだけ少なく
ではどれくらい短くすればよいのかというと、息継

ぎをせずに一息で話せる文章「5秒」・「25文字以内」
というのが、私が放送していたときの基準でした。
25文字というのは、A4の紙10.5ポイントで一行の3
分の2ほどの長さです。話すときには、それくらいの
長さの文が適正です。文が長すぎるのがわかりにくさ
の最大の原因です。「述語一つに文一つ」、これを覚え
ておいてください。
話し言葉で大切なことは、余計な言葉を聞かせない

ことです。いろいろなことを言いたいけれども、大事
なことを伝えたいのなら、「これは言わなくていいな」
という部分をどれだけ削ることができるかが、話し言
葉では一番大事なことです。

ウ．無駄な接続語は使わない
それから、「無駄な接続語は使わない」ことにも注

意してください。文が長くなる原因は「～でぇ」「～
けれどもぉ、」「～ですね・・」、それから「というふ
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うに思います」という部分、これは全部カットできま
す。「～です」と言えばいいではないですか。でも、
そう言うと、きつい言い方になるかな、という気持ち
はわかりますが、この部分をカットできるとシャープ
に伝わります。原稿があると棒読みになるという人
も、これぐらいシャープで短い文章を作って練習して
おけば、誰だって棒読みにならずに話せます。
文章が短いということは、伝わる話し方をする際に

非常に重要なポイントです。まず、聞く人にとって楽
に聞ける、そして、話す人にとっても楽に話せる、そ
して、言葉のインパクトが強くなります。国会答弁
は、こうあってほしいと思います。確かに、話した言
葉が議事録に残って公開されるから文章として美しい
ことは必要ですが、せっかくいい内容を話しているの
に、と私は歯がゆい思いをしています。

４．伝わる声の出し方・話し方
（１）出だしは少しゆっくり
では、ここからは「伝わる声の出し方・話し方」に

ついてお話します。最も大切なことは「聞き取っても
らう」ことです。よく「私、滑舌が良くない」とか
「声が良くない」という方がいらっしゃいますが、滑
舌が悪いという方は、簡単に言うと原付で時速60km
を出してカーブを曲がろうとしているようなもので
す。原付は30kmで走って初めてハンドリングできま
す。ですので、口がまわっていないな、と思ったら、
少しゆっくり話してください。特に出だしをゆっくり
話すだけでかなり聞こえ方が違います。伝わるために
は「ちょっとゆっくり話す」ことにしましょう。

（２）一言一言はっきり話す
それから、母音・子音を大切にしてください。一言

一言明確に話すことです。単語をきちんと言おうとす
れば、それで十分伝わります。どうして伝わらないか
というと、早く言ってしまいたい、次に言いたいこと
がある、時間がない、という気持ちになって話してし
まうからです。一回一回立ち止まって、ひとつひとつ
の言葉を相手に届けようとしたら滑舌が悪いことは解
決すると私は思っています。相手が聞き取れさえすれ
ば、声や滑舌は良くなくても構いません。

人前で話すときに考えるべきことは、自分なりに
「ゆっくり、はっきり」、これだけです。

（３）聞き手に語り掛ける
私は話し方の指導をするときに「聞いている人に

ボールを投げるイメージで話してください」と言って
います。声の方向を意識して、相手に届けようという
気持ちで話すことです。このように「聞き手に語りか
ける」、これが大事です。うまいとか下手だとか、滑
舌が良いとか悪いとか、そのようなことを気にする必
要はありません。ゆっくり、はっきり、相手に語りか
けよう、それを思うだけです。「ゆっくり、はっきり、
語りかけ」を意識して話してみてください。

（４）聞き取りやすいプロのテクニック
ア．プロとアマチュアの違いは語尾に現れる
次に「メリハリのある話し方」をするにはどうしたら

よいのか。ここにアナウンサーの研修で使う例文があ
ります。「緊急の措置をとる必要があると言っていま
す」という文です。みなさん、言ってみてください。
実はプロとアマチュアとの違いは語尾に現れます。

アマチュアは、文の意味の切れ目、最小単位の文節と
言うのですが、文節の切れ目、すなわち「緊急の」の
「の」、「措置を」の「を」、「とる」の「る」の音が強
くなったり、高く発音したり、音を伸ばしてしまいが
ちです。これで聞きづらくなります。

イ．ポン出しの法則
語尾が伸びないようにするにはどうすればよいか。文
節の最初の音を軽く「ポン」と出すのです。「緊急の」の
「き」、「措置を」の「そ」、「とる」の「と」を軽く「ポン」
と高く出す。これをやると、とたんにプロになれます。
私はこのやり方を「ポン出しの法則」と名付けています。

（５）「情報」という荷物は「手渡し」で
話し方で一番ダメなのは「ベルトコンベア式」で

す。とにかく次のことが言いたいので、どんどん話し
てしまうのです。相手の都合を考えずに、ただ送って
いるだけだと聞き手は休まらないですよね。ですか
ら、「ベルトコンベア方式」ではなく、「宅配便方式」
でいくことです。つまり、言いたい話があったら、ま
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ず、一つの情報という荷物を「こういうことなのです
よ」と相手に手渡しして、それを受け取って「うん」
と言ってくれたらまた次の情報を渡す。聞き手の反応
をしっかり見るようにして話すわけです。言いたいこ
とはたくさんあります、時間もありません、でも、聞
き手が「そうだよな」という顔をしてから次を話す、
こうすることで間が取れます。よく、間が取れていな
い人がいますが、間が取れないのは、自分のことばか
りで必死になっているからです。相手のことを考える
と、間は取れます。
そこで思い浮かべてほしいのは、植物を植えたプラ

ンターに水を注いでいるところです。プランターが聞
き手の頭、そこに情報という水を注ぎ込むとイメージ
してください。バケツに水を汲んで一度にざっとかけ
ると一番簡単で一瞬で終わりますが、水が溢れてしま
います。つまり、このような方法ではせっかくの情報
が溢れてしまうので、手間はかかりますが、少しず
つ、相手が吸収したのを待ってから話してください。

５．カメラとの向き合い方
（１）インターホンで話すときのように話す
最後に「カメラとの向き合い方」についてお話しし

ます。「カメラがあると緊張する」「カメラがあると、
どこを向いたら良いかわからない」というのが、大抵
の人の気持ちでしょう。パソコンの画面の上の小さい
穴に向かって話すなんて、おかしいですよね。仕方が
ないから、パソコンの画面に映る相手の顔を見てしま
いますが、そうすると、相手と視線が合わなくなりま
す。カメラを見なければいけないのはわかっているけ
れども、なかなか見ることができないのですよね。
私がNHKの新人アナウンサーだった頃、先輩から

「カメラの向こうに人がいると思え。その人に向かって
話しかけろ」と教わりました。私が生中継をするときに
は、先輩アナウンサーがカメラの向こうに立ってくれて
「うんうん」と頷いてくれました。そうしたら一生懸命
話せます。でも、みなさんがオンラインで話をする場
合には、ご家族の方にパソコンの脇に立ってもらうわ
けにはいかないでしょう。そこで、私なりのやり方は
「インターホンで話すときのように話す」ことです。イ
ンターホンがある家に行くと、インターホンのカメラに

向かって「こんにちは」と言いますよね。違和感ない
ですよね。インターホンの向こうには私の知っている人
がいる、と思うからです。カメラだと思わず「これはイ
ンターホン」だと思うだけで大分気持ちは変わります。

（２） できる限りカメラを見る・無表情になら
ない

そして、話すときは、できる限りカメラを見てくだ
さい。聞き手の印象がずいぶん変わります。聞いてあ
げよう、という気持ちになります。
もうひとつは、無表情にならないようにすることで
す。レンズや画面を見ると、どうしても真顔になりま
す。相手に向かって、その人に話す、というイメージ
を持ってください。

６． 最後に：オンラインに求められる
もの

オンラインのデメリットはたくさんあります。私の
考えでは伝わる力が20％減る、つまり話の中身も、
音声も、表情も、全部20％減になってしまいます。
ということは、伝わらない、だから工夫しないといけ
ません。それで、本日はスライド、構成、文章、話し
方について、いろいろなパラメーターを伸ばすテク
ニックをお伝えしてきました。全部できなくてもいい
ので、出来るところからやっていただくと、徐々に伝
え方が改善していきます。
20％減になるのだったら、20％増で頑張ればよい、
ということです。オンラインでは20％増で頑張って
いただければ、上手くいくのではないでしょうか。

講師略歴

松本  和也（まつもと  かずや）
株式会社マツモトメソッド代表取締役

京都大学経済学部を卒業後、1991年NHKにアナウンサーとして入
局。奈良・福井の各放送局を経て、1999年から2012年まで東京
アナウンス室勤務。2016年6月退職。7月から「株式会社マツモト
メソッド」代表取締役。
アナウンサー時代の主な担当番組は「英語でしゃべらナイト」司会
（2001年～2007年）、「NHK紅白歌合戦」総合司会（2007年、
2008年）、「NHKのど自慢」司会（2010年～2011年）、「ダー
ウィンが来た！生きもの新伝説」「NHKスペシャル」「大河ドラマ
『北条時宗』・木曜時代劇『陽炎の辻1/2/3』」等のナレーター、「シ
ドニーパラリンピック開閉会式」実況など。著書に『心に届く話し
方 65のルール』（ダイヤモンド社）。
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