
ライブ講師Ⓡ実践会 定例セミナー
（ＺＯＯＭ・ミーティング形式）

Ｍ

スゴイ話術がなくても
「リピートされる講師」 になれる！

新しいストーリーラインのつくり方

探求【第６回】 2020年10月11日（日）企画

「講師サミット」 前哨戦



定例セミナー テーマ 内 容

１０月１１日（日）
１４時～１６時 企画

●スゴイ話術がなくても「リピートされる講師」
になれる！新しいストーリーラインのつくり方

１０月１２日（月）
２２時～２３時 特別

●組織人事と経営理論
（世界標準の経営理論を読む会 加藤さん）

１０月１８日（日）
１４時～１６時 進行

●オンラインで使える実習を整理してみた②
（寺沢＆ゲーム部メンバー）

１０月１９日（月）
２２時～２３時 特別

●企業ガバナンスと経営理論
（世界標準の経営理論を読む会 道家さん）

１０月２３日（金）
15:45～17：45 特別 ● 講師サミット2020
１０月２５日（日）
１３時～１６時 探求

●アンソニーロビンスから学びを
ビジネスに活かすには （野本さん＋寺沢）

１０月２６日（月）
２２時～２３時 特別

●グローバル経営と経営理論
（世界標準の経営理論を読む会 アッキーさん）

１１月１日（日）
１４時～１６時 基本

●講師・専門家としての自分をふりかえろう
ＲＥＤの原則と伝道者としての役割（寺沢）

１１月２日（月）
２２時～２３時 特別

●アントレプレナーシップと経営理論
（世界標準の経営理論を読む会）

講師サミット連動



今日の進行

１４：００～

１ 講師サミットのエッセンス

２ ストーリーラインを磨き上げよう

３ 意見交換・参考資料

１６：００～ 放課後（自由参加）



講師サミットオンライン2020

https://j-pia.net/summit2020/



講師サミット 開催趣旨



あいう



あいう



オンライン時代を楽しもう
スゴイ話術がなくても

「リピートされる講師」 になれる！
新しいストーリーラインのつくり方

・・・と聞いて、
何を想像・期待しますか？



オンラインになってよかったこと



オンラインになって心配なこと



オンライン化

●コロナはチャンスだ
競争のルールが変わった

●リアルを、そのまま置き換えない
そもそも、今までのやり方がベストではない

●使い分けを考えよう
リアルvsオンラインとライブvsオンデマンド

●ポイント１ 「あついかみの」 対話
●ポイント２ To be continued
●ポイント３ シートワーク



今日の進行

１４：００～

１ 講師サミットのエッセンス

２ ストーリーラインを磨き上げよう

３ 意見交換・参考資料

１６：００～ 放課後（自由参加）



あなたが伝えたい・教えたいこと



あなたが伝えたい・教えたいこと

それによって
だれが？ （ ）
どうなってくれたら？（ ）
うれしいですか？



ライブ講師Ⓡ実践会

あついかみの対話
あわせる 関係を築く、仲間

つかむ 興味をひく、 驚き、謎

いかす テーマにつなげる(伏線回収)
「テーマ」 に、スポットライトを

かさねる 経験にかさねる

みつける 発見、答を見つけてもらう

のせる 貢献してもらい承認する
「参加者」 に、スポットライトを



あついかみの対話①
あわせる対話

つかむ対話

いかす対話



あついかみの対話②
かさねる対話

みつける対話

のせる対話



あついかみの対話③
それが満たされるようになると・・・
どんな素晴らしい世界が？

新たに出てくる問題・課題・欲求は？



To be continued

あつい 共感・問題提起
かみの 解決・納得
あつい 共感・問題提起

かみの 解決・納得
あつい 共感・問題提起

あつい 共感・問題提起
かみの 解決・納得
あつい 共感・問題提起



今日の進行

１４：００～

１ 講師サミットのエッセンス

２ ストーリーラインを磨き上げよう

３ 意見交換・参考資料

１６：００～ 放課後（自由参加）



Ｅｘｐｅｒｔ Ｓｅｃｒｅｔ①
●あいさつ と お礼
●タイトルコール

「〇〇なしに、××する方法」
●親密になる

「あなたのせいじゃない」 正当化
「大丈夫」 軽減
「だまされないで」 敵に石を投げる
「なぜかというと」 敵の分析
「いっしょに夢を」 だから今回は私と

●ビックプロミス
「これを受けると、○○に」
「お約束します」
聞き手にとって新しい ＆ 唯一の方法

●自己紹介
適任者 ＆ 内面的な自分の成果

参 考



Ｅｘｐｅｒｔ Ｓｅｃｒｅｔ②

●ストーリー
・見せ場
・バックストーリー「悩んでいた私」

その原因は 表面的な問題＋内面的な問題
・ひらめき 出会い きっかけ
・試していく道のり
・成功の兆し
・妨害（策略、嘘、敵）
・乗り越えて成功（ラスボス） 達成＋変容
●成功事例
・Ａさん ビフォー → アフター
・Ｂさん ビフォー → アフター
・Ｃさん ビフォー → アフター

参 考



Ｅｘｐｅｒｔ Ｓｅｃｒｅｔ③
●３つの間違った信念を、３つの秘策で砕く
・間違った方法 → 今回の方法（秘策）

その事に関するお客様の声Ｄさん
・間違った自己認識・能力 → 今回の方法なら可

その事に関するお客様の声Ｅさん
・間違った環境認識 → 今回の方法なら可

その事に関するお客様の声Ｆさん
「おそらく○○と考えていたのでは、しかし実際は、○○なんです」

（スイッチ）
●３つの秘策の復習
●確認

「１つ質問させてください。 これはあなたに役立ちますか」
●２つの選択肢があります ・自分で ・一緒に
●許可 「ご説明してよろしいでしょうか」

参 考



Ｅｘｐｅｒｔ Ｓｅｃｒｅｔ④

●商品イメージ写真
●商品のＵＳＰ
●商品の詳細

・セッション１ タイトル＋ベネフィット
・セッション２ タイトル＋ベネフィット ・・・

●成功事例（商品を使った例 ３人）
・Ｇさん ビフォー → アフター
・Ｈさん ビフォー → アフター
・Ｉさん ビフォー → アフター
●対象者（広く） 「この商品の効果のある人は・・・」
●反論処理（はじめない理由）

・タイミングではない
・一人で決められない
・価格 その他

参 考



Ｅｘｐｅｒｔ Ｓｅｃｒｅｔ⑤

●特典のプレゼン（一覧）
・マスタークラス
・ツールやフォーマット
・秘策１に対応した特典
・秘策２に対応した特典
・秘策３に対応した特典
・先着特典 合計○○円（１０倍）
「もし、これらによって○○できたら、○○円以上の価値がある
のでは」
●秘策１に対応した特典の説明
●秘策２に対応した特典の説明
●秘策３に対応した特典の説明
●特典のまとめ

参 考



Ｅｘｐｅｒｔ Ｓｅｃｒｅｔ⑥

●価格の提示
●さらに、特別なオファー
●今回の商品＋特典で得られる成果

「もし、個別コンサルなら」
●保証

●ＣＴＡ ボタン 「いますぐこちらを」

●稀少性と限定性「今から、〇分以内なら」

●質疑応答

参 考
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人生の終わりに残るのは、我々が
集めたものではなく、与えたものだ。

ジェラール・ショドリー
“Ce n'est pas ce que nous avons amassé qui reste après cette vie, 
mais ce que nous avons donné.” Gérard Chaudry

人類の英知をつなぐ仕事

ライブメソッドⓇを学び、リピートされる講師になって、
ともに、世の中に貢献してまいりましょう。


