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 この冊子「コンパス～参加の手引き～」は、ライブ講師®実践会について、解説したものです。 

 お手元において、参考にしていただければ幸いです。 

 

 最新情報は、サイト「講師のネタ帳３６５ ライブ講師®実践会とは？」 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

「ライブ講師®実践会とは」 https://live5.jp/jk 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

にアップいたします。 

 ご不明の点は、以下までお問い合わせ下さい。よろしくお願いします。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

コンパス～参加の手引き～ 2019.1.1 版 

ライブ講師®実践会 代表 寺沢俊哉 

メールアドレス support@m.teram.jp （実践会会員の方だけにお知らせしているアドレスです） 

電話番号 ０８０－６７３４－１０４８ 

住  所 〒３３０－０８５６ 埼玉県さいたま市大宮区三橋１－１４９３－２ 

     テラメディア株式会社 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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１ ライブ講師®実践会とは 

 ライブ講師®実践会とは、「ライブメソッド®」をともに学び、磨き上げていく場として、２０

１５年４月に、代表の寺沢俊哉が設立しました。 

 ライブメソッド®とは、「価値ある対話の場をつくる」技術です。 

 具体的には、講師、ファシリテーター、ビジネスリーダーなどが、人前で話す、教える、進める

際に活用する技術の集大成であり、とくに、「参加者の心を動かし、行動と成長をうながす」こと

に力点をおいています。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

●ライブ講師®実践会は、ライブメソッド®を、ともに学び、磨き上げていく場です。 

●ライブメソッド®とは、人前で話す、教える、進める技術の集大成です。「価値ある対話の場」

をつくるために、参加者の心を動かし、行動と成長をうながすことに力点をおいています。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 代表の寺沢自身は、経営コンサルタント・研修講師として独立して、３０年になります。 

 現在の対象は、経営幹部をはじめとしたビジネスリーダーが中心です。上場企業から中小企業ま

で、数百社との実践を通じて、ライブメソッド®の原型をつくってきました。 

  2003 年     2008 年    2009 年    2012 年     2015 年    2018 年 

 

 

 

 

 

 ２０１５年からは、会員のみなさんとともに、学びを深めてまいりました。 

 ライブメソッド®自体、基本的な考え方は変わりませんが、体系や、細かな技術の優先順位など

は、時代にあわせて変化しています。２０１９年の「ライブメソッド®の体系」を次に示します。 
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２ ライブメソッド®の体系 

●定義：ライブメソッド® 

 ライブメソッド®とは、人前で話す、教える、進める技術の集大成です。「価値ある対話の場」

をつくるために、参加者の心を動かし、行動をうながすことに力点をおいています。 

 

 以下に、体系図を示します。 

●中心に、あなた自身の内容（コンテンツ）があります。 

 ライブ講師®実践会のロゴの部分に、あなたが立っていると思って下さい。 

 それを支えるメソッドとして、３重の要素（原則、技術、ネタ）があります。 

●対話の原則「ＲＥＤの原則」 

●対話の技術「企画術・構成術・表現術」 

●対話のネタ「データ・物語・実習・マジック・ケース・ゲーム」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あなたの起こす「対話の場」が、より価値のあるものとなるように、ライブメソッド®をご活用

いただければと考えています。それでは、順にご説明してまいります。  
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３ 対話の原則「ＲＥＤの原則」 

 はじめに、対話の原則「ＲＥＤの原則」をご説明します。 

 これは、ライブ講師®（ライブメソッド®を活用する者）が、共通してもつ原則です。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

●Respect（敬意）： 私たちは、すべてに敬意を払います。 

●Entertainment（喜び）：私たちは、「あなたの喜びが私の喜び」となる関係をつくります。 

●Do it（実践）：私たちは、実践を通じて学び、発見し、成長を続けます。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

●Respect（敬意）： 私たちは、すべてに敬意を払います。 

 松下村塾の入塾希望者に対して吉田松陰さんはこう聞いたそうです。「君は僕に何を教えてくれ

るんだい？」この一言からわかることは、松蔭さんが「一方的に教える・学ぶ場ではなく、お互い

が教えあい、学びある場」を求めていたことではないでしょうか。 

 ライブ講師®実践会では、こうした考えを「師弟共学」と呼んで大切にします。敬意をもってお

互いが横の関係で学びあい教えあうことを大切にしています。 

「敬意」の対象は、会員同士だけでなく、クライアントや関係者や広く社会との関係、あるいは、

自分自身や、目の前にある「物」や「事」（大切にしようという気持ち）に対しても、常にもちつ

づけるものでありたいと考えています。 

 

●Entertainment（喜び）：私たちは、「あなたの喜びが私の喜び」となる関係をつくります。 

 独りよがりなプレゼン、つまらない研修、退屈な会議を世の中からなくしましょう！ 

 まず、自分が手本を見せたいですよね。そのために、ビジネス研修にエンターテイメントの要素

を取り入れたり、業界を超えた様々な専門家の知恵をお借りして、実践会を運営しています。 

 参加者を楽しませよう、喜ばせようという気持ちは、人前で話す、教える、進める者にとって、

必須のものです。参加者が喜んでくれる姿をみることで、こちらも元気がわいてくる。「あなたの

喜びが私の喜び」と思える関係づくりを目指します。 



 

4 

 

TERA MEDIA 

 

●Do it（実践）：私たちは、実践を通じて学び、発見し、成長を続けます。 

「まず、やってみる。そして行動しつつ考える。そうすれば必ず結果がついてきます」（松下幸之

助さん）。この言葉に示されるように、大人の成長には実践が不可欠です。 

 理論（仮説）をもとに、各自が実践する。その上で、お互いの実践結果を分かち合い、そこから

学ぶ事がたくさんあります。一人の講師、ファシリテーター、リーダーが経験できる時間は限られ

ています。お互いの成功や失敗を共有することで、成長を加速させましょう。 

 また、理論（仮説）は、実践を通じて磨かれていきます。そして、再現性のある体系へと進化し

ていき、会員同士の普遍的な共通資産となるのです。 

 

 ＲＥＤの原則は、理想です。ですから、私自身が完璧にできているわけではありません。 

 ただ、ＲＥＤの原則を守ることで、講師、ファシリテーター、リーダーとして成長軌道に乗るこ

とは、私を含めた会員の多くが体験しています。 

 ともに、成長を続けましょう。 
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４ 対話の技術「企画術・構成術・表現術」 

 ライブメソッド®では、対話の技術を、次の３つの技術からとらえています。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

●企画術：目的に応じた対話の場（研修、プレゼン、会議など）を企画する技術です。【原作者】 

●構成術：企画にそって、具体的な進行を考え、対話の場を構成していく技術です。【脚本家】 

●表現術：構成にそって、実際の進行を行う技術です。【演者】 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

●企画術：目的に応じた対話の場（研修、プレゼン、会議など）を企画する技術です。【原作者】 

 原作者として、研修、プレゼン、会議などを企画する技術です。 

 ライブメソッド®には、「ワンシート企画書」というテンプレートがあります。 

 ワンシート企画書作成のポイントは「たこさあかす」です。これは、対話の場を企画する際に必

要な６つの要素、 

（た）「タイトル」 

（こ）「根拠」 

（さ）「参加者」 

（あ）「アフター」 

（か）「環境」 

（す）「ストーリーライン」の頭文字を示しています。 

「段取り８割」とも言われます。対話の場を成功させるには、企画段階がとても重要です。 

 

●構成術：企画にそって、具体的な進行を考え、対話の場を構成していく技術です。【脚本家】 

 脚本家として、「ワンシート企画書」にそって、具体的な進行「ストーリーライン」を固めてい

く技術です。プレゼン、研修、会議全体の流れを設計し、そこに、どんなエピソードを入れるか、

どんな実習を組み込むかなどを考えていく技術です。 

 ここでのポイントは、「あついかみの」対話です。 
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 これは、場を構成するために必要な６つの対話の頭文字、 

 

（あ）あわせる対話 

（つ）つかむ対話 

（い）いかす対話 

（か）かさねる対話 

（み）みつける対話 

（の）のせる対話 を示したものです。 

 

●表現術：構成にそって、実際の進行を行う技術です。【演者の技術】 

 演者として、「ストーリーライン」をもとに、実際の進行を行う技術です。舞台に立つ者として、

表現（デリバリー）の技術を磨き続けましょう。 

 表現する上でのポイントは、「しえあとみりん」です。 

 これは、実際に対話を進行する際に必要な６つの注意点の頭文字 

（し）姿勢と動き 

（え）笑顔の心もち 

（あ）アイコンタクト 

（と）問いかけと答え方 

（み）みじかく端的に 

（りん）臨場感 を示したものです。 

 

 こうした、企画術、構成術、表現術を駆使して、プレゼン、研修、会議などをつくりあげていき

ます。 
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５ 対話のネタ「データ・物語・実習・マジック・ケース・ゲーム」 

 研修、プレゼン､会議などの進行には、興味をひきつけたり、習得してもらうためのネタが有効

です。ライブメソッド®では、価値ある対話の場を実現するネタとして、６つのネタを重視してい

ます。３つの基本形式と３つの専門分野があります。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

（基本形式） 

●データ：主に参加者の思考に働きかけます。 

●物 語：主に参加者の感情に働きかけます。 

●実 習：主に参加者の身体に働きかけます。 

（専門分野） 

●マジック :一瞬で注目を引きつけ、謎を残します。 

●ケース : 臨場感あふれる議論の場づくりをねらいます。 

●ゲーム :楽しみながら体験する機会を提供します。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

（基本形式） 

 ライブメソッド®でとりあげるネタは、大きく３つの形式にわけてとらえています。 

●データ：主に参加者の思考に働きかけます。 

 統計データや、図解、写真などによって、参加者の思考に働きかけます。 

 論理的な内容の場合に効果的で、権威づけのためにも行われます。 

 また、錯覚などのネタ（マジック）は、興味を引きつけるのに最適です。 

 

●物 語：主に参加者の感情に働きかけます。 

 エピソード、事例、たとえ話など、物語の形式をとることによって、参加者の感情に働きかけ

ます。「○○の大切さ」を訴求するために必要なストックをもっていると、便利です。 
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●実 習：主に参加者の身体に働きかけます。 

 声に出して議論してみる、身体を使って表現するなど、実習を組み入れることによって、参加者

自身が自分事としてとらえてくれる可能性が高まります。 

 たとえば、データや物語を講師が語った後に、「今の感想を２人で話し合って下さい」という実

習を入れるだけで、参加者は自身の口や耳を使い体感することで、記憶と行動につながるのです。 

 これらのネタは、組みあわせて活用されることもあります。 

 

（専門分野） 

 講師、ファシリテーター、リーダーとして、自身の独自性を磨き上げるために、３つの専門分野

を学びます。いずれも伝統のある分野であり、そこには様々な知見が眠っています。あなた自身の

独自性を発揮させるために、とても重要なものです。 

●マジック :一瞬で注目を引きつける。謎を残す。 

 インパクトをもたらすには、マジックはとても効果的です。また、プロマジシャンの振る舞いか

ら、卓越したプレゼンテーションを学ぶ事ができます。人は、不思議感のあるパフォーマンスに惹

かれます。 

 

●ケース : 臨場感あふれる議論の場づくりをねらう。 

 ＭＢＡコースなどで用いられるボリュームタップリのケースから、ショートケースやロールプレ

イなど、小さい単位では「たとえ話」や「名言」まで。さらには、実際の企業訪問（ベンチマーキ

ング）など、学びの場に臨場感（ライブ感）を持ち込む技術を磨きます。インプロ、プレイバック

シアターといった演劇ベースの技術も取り入れ、表現力や創造力を引き出す学びも取り入れます。 

 

●ゲーム :楽しみながら体験する。 

 メジャーな研修ゲームから、アイスブレイク、流行のカードゲームやボードゲーム、美術館・博

物館のワークショップまで、遊びながら学びを深めていく方法を取り入れましょう。ゲームの活用

だけでなく、ゲームの開発プロセスもとても学びになります。 
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６ ２０１９年の活動計画 

 ライブ講師®実践会では、こうしたライブメソッド®を、 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

●定例セミナー：会員同士が実際に会って（ＲＥＡＬ）、体験し学びを深めます。 

●定例セミナーオンライン：ＺＯＯＭを使って学びます。全国どこからでも参加できます（無料）。 

●ＶＩＤＥＯセミナー：定例セミナーやオンライン（ＺＯＯＭ）を録画し、ネットで配信しています（無料）。 

●特別セミナー：寺沢開催のセミナーや、会員さんの自主開催セミナーなどがあります。 

●会員限定掲示板や会員限定メルマガなど：会員限定の情報共有を行います。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

を通じて学び、ともに磨きあっています。最新の情報は、こちらのサイトをご覧下さい。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

「今後のセミナー」 https://live5.jp/category/seminar/ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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●定例セミナー：会員同士が実際に会って（ＲＥＡＬ）、体験し学びを深めます。 

 開催日時：１～３月、５～７月、９～１１月の第３日曜日に開催します。 

      原則として１０～１８時、その後、交流会を予定しています。 

 開催場所：東京都内 

 参 加 費：会員１００００円＋税、一般２５０００円＋税 

 

●定例セミナーオンライン：ＺＯＯＭを使って学びます。全国どこからでも参加できます（無料）。 

 開催日時：毎月の第２水曜日、第４水曜日に開催します。 

      原則として２１：３０～２３：００を予定しています。 

 開催場所：ＺＯＯＭによるオンライン会議 

 

●ＶＩＤＥＯセミナー：定例セミナーやオンライン（ＺＯＯＭ）を録画し、ネットで配信しています（無料）。 

 定例セミナーや、定例セミナーオンラインの様子は、ＶＩＤＥＯに録画し会員間で共有します（守

秘義務に関する内容など、録画されないものもあります）。ＶＩＤＥＯのストックは、すでに数百

時間分以上あります。膨大な量なので、会員メルマガなどでバックナンバーも含めてご紹介してま

いります。 

 また、２０１９年は、撮りおろしのＶＩＤＥＯセミナーも企画しています。 

 

●特別セミナー：寺沢開催のセミナーや、会員さんの自主開催セミナーなどがあります。 

 こちらも、会員特典をつけて、つどご紹介してまいります。 

 ご興味のあるものにご参加下さい。 

 

●会員限定掲示板や会員限定メルマガなど：会員限定の情報共有を行います。 

 セミナー開催情報も含めて、会員限定の情報は、 

・会員限定掲示板（フェイスブック・グループ） 

・会員限定メルマガ（ご登録されたメールアドレスあてに） 

・会員限定のメッセンジャー 

で情報共有を行います。 
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７ サイトの活用方法 

 ライブ講師®実践会に関するすべての情報は、こちらのサイトに集約されています。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

「講師のネタ帳３６５」 https://live5.jp/ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サイト自体は、一般の方もアクセスできるようになっていますが、【会員限定】とあるものは、

ライブ講師®実践会会員の方だけにご提供している内容です。 

 くわしい活用法は、こちらをご覧下さい。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

「サイトの活用方法（実践会会員）」 https://live5.jp/use 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 動画で説明がございます。ご参考の上、活用をよろしくお願いします。  
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 なお、不明点やお悩みの点がございましたら、どんどんお問い合わせ下さい。 

 

 その際、 

●ライブメソッド®（人前で話す・教える・進める技術）の内容に関するお問い合わせは・・・ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

「会員限定掲示板」 https://www.facebook.com/groups/live5m 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

までお願いします。会員掲示板では、会員の方の自己紹介、ご質問、告知、寺沢からの最新情報な

どを共有しています。 

 

●事務手続などに関するお問い合わせは、直接・・・ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

寺沢俊哉 support@m.teram.jp 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

まで、メールをいただければと思います。どんなことでも結構です。 

 

 

 それでは、よろしくお願いします。 
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８ 会 則 

第１条（適用範囲） 

本規約は、ライブ講師®実践会（以下、「当会」といいます。）が主催するすべての活動を対象と

し、効力を生じます。 

 

第２条（入会） 

当会への入会申込みは、当会が定める所定の方法に従って行うものとします。 

 

第３条（参加契約の成立） 

当会への申込み後、参加費の決済が完了した時点で契約が成立するものとします。 

 

第４条（参加費の額） 

参加費の額は、別途定めるものとします。 

 

第５条（決済方法） 

当会の参加費の決済方法は次に定めるとおりです。 

クレジット決済（ペイパルの利用） 

銀行振込（一括支払い） 

指定する参加費をまとめて、当会が指定する銀行口座へお振込み下さい。振込手数料は支払いをす

る方のご負担とします。振込先の銀行口座は、参加の申込後に当会よりメール等の方法によりお知

らせいたします。 

 

第６条（退会） 

当会からの退会は、所定の手続きにもとづき行って下さい。ご連絡いただいてから最大２週間ほど

で正式な退会手続きが終了します。月の途中の退会でも会費の日割り精算はおこなっておりません

のでご了承ください。手続終了時点で会員としてのサービスが終了いたします。翌月以降の参加費

の支払いはございません。 

 

第７条（参加費の返金） 

有料セミナーなどに関して、参加者の都合による欠席については、参加費の返金は一切いたしませ

ん。 

 

第８条（活動日程の変更） 

やむを得ない事由の場合、当会は開催の日の１週間前までに、既に参加申込みのあった者に通知を

し、セミナーの開催日程を変更することができます。なお、日程変更により、参加者に生じる損害

がある場合でも、当社はその賠償の義務を負わないものとします。 

 

第９条（著作物） 

当会の参加において、参加者が受領したテキスト等の著作物（ノウハウ等を含め、以下「本著作物

等」といいます。）に関する著作権は当会に帰属し、参加者が当会の事前の承諾を得ずに、当該著

作権を侵害する行為（次に掲げる行為を含むがこれらに限られない）を行うことを禁じます。 

（１）許可なく、本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等イ

ンターネットを通じて公衆に送信する行為 
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（２）本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為 

（３）私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為 

 

第１０条（秘密保持） 

参加者は、当会によって開示された当社固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の参加者

より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、

又は第三者に開示することを禁じます。 

 

第１１条（遵守事項） 

参加者は、当会に参加するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。 

（１）当会及び講師の指示に従うこと及び他の参加者の迷惑になるような行為、言動等をしないこ

と 

（２）当会の参加において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等につ

いて、当社及び講師に一切の責任を求めないこと 

（３）他の参加者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他

連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘（これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む）を

行わないこと 

 

第１２条（参加資格の失効） 

次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、当会の参加資格を失効し、その後、当会の如何な

る活動にも参加できなくなります。また、失効した場合においても、参加費の返金は一切しません。 

（１）本規約又は法令に違反した場合 

（２）公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合 

（３）当会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合 

（４）当会又は当会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合 

（５）当会の参加申込み時に伝えた情報に虚偽の内容がある場合 

（６）当社の事業活動を妨害する等により当会の事業活動に悪影響を及ぼした場合 

 

第１３条(地位の譲渡) 

当会の参加者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、参加者が死亡した場合、参加資格

は失われるものとし、地位の承継は一切できません。 

 

第１４条(損害賠償) 

参加者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、当会及び講師を含む第三者に損害を及ぼ

した場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。 

 

第１５条（免責事項） 

当会の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失、又は、当会に関連して発生した参加者又は第三者

の損害について、当会は一切の責任を負わないものとします。 

 

第１６条（条項等の無効） 

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合

であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。 

 

第１７条（協議事項） 

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協

議の上、円滑に解決を図るものとします。 

以上です。 
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（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参加費や入会・退会方法などについて（2019.1.1 現在） 

●入会は、「講師のネタ帳３６５ ライブ講師®実践会とは？」 

        https://live5.jp/jk 

      のページから、お申込いただいています。 

●参加費は、入会金 ２００００円＋税 月会費 ７５００円＋税です。 

      今後、状況に応じて値上げをする可能性があります。 

      旧価格ですでに会員登録されている方は、今後も、そのままの価格で継続 

      させていただきます。 

●退会は、admin@m.teram.jp  まで、その旨をご連絡ください。 

      ご連絡いただいてから最大２週間ほどで正式な退会手続きが終了します。 

      月の途中の退会でも会費の日割り精算はおこなっておりませんのでご了承くだ 

      さい。手続終了時点で会員としてのサービスが終了いたします。翌月以降の参 

      加費の支払いはございません。なお、一度退会された後、再入会の場合、 

      入会金は不要ですが、月会費は、新しい価格が適用されます。 

パートナー会員制の導入（2019.1.1 現在） 

 

●「ライブ講師®実践会」に、長年、継続的にご参加頂き、会への貢献が著しい方で、 

 ライブメソッド®の普及推進にご協力いただける方に対しては、「パートナー会員」と 

 して認定させていただきます。 

 パートナー会員に関する特典その他については、対象の方に、別途ご連絡いたします。 
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（ＭＥＭＯ） 

 

 

 

 


