
ライブ講師Ⓡ実践会 定例セミナー
（ＺＯＯＭ・ミーティング形式）

Ｍ

基礎から見直すライブメソッドⓇ

人前で話す教える技術「基本のき」

師弟共学とＲＥＤの原則
（講師の在り方）

【第９回】 2020年11月1日（日）

テラさん

探求基本



定例セミナー テーマ 内容

１０月４日（日）
１４時～１６時 基本

●「自分のセミナー」を自分で売っていく！
ファネル入門（寺沢）

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２５日（日）
１３時～１６時 探求

●アンソニーロビンスから学びを活かす
＆相互コーチング（野本さん）

１１月１日（日）
１４時～１６時 基本

●基礎から見直す「ライブメソッド®」
①師弟共学とＲＥＤの原則（講師の在り方）

１１月８日（日）
１４時～１６時 企画

●基礎から見直す「ライブメソッド®」
②ワンシート企画書の勘所（受注力向上）

１１月１５日（日）
１４時～１６時 進行

●基礎から見直す「ライブメソッド®」
③心を通わすテクノロジー（くぼちゃん）

１１月２２日（日）
１４時～１６時 探求

●基礎から見直す「ライブメソッド®」
④公文学習の秘密（ＤＯＫＥさん）



今日の進行

１４：００～

１ そもそも、どうして…ＷＨＹ
４つの問かけ ＆意見交換

２ 実践会がおすすめしている価値観
「師弟共学」ＲＥＤの原則

１６：００～ 放課後（自由参加）



そもそも、どうして、
○○しているのですか？



○○していて、これまでで
最も充実感を感じた経験
があるとしたら、それは？

それのどこが？



これからも、
○○し続け、さらに発展
成長していくとしたら、
どうなりたいですか？



○○し続ける上で、あな
たが大切にしているもの
は？



そもそも 「教える」 とは？
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今日の進行

１４：００～

１ そもそも、どうして…ＷＨＹ
４つの問かけ ＆意見交換

２ 実践会がおすすめしている価値観
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リピートされるための３つの能力

ライブメソッドⓇ

３進行力 あついかみの
対話

２企画力 たこさあかす
ワンシート企画書

１心構え ＲＥＤの原則

ライブ講師Ⓡ実践会



ライブ講師Ⓡ実践会

ＲＥＤの原則

Ｒespect ＝ 敬意 「師弟共学」

私たちは、すべてに敬意を払います。

Ｅnjoy ＝ 喜び 「あなたの喜びが私の喜び」

私たちは、喜びをわかちあいます。

Ｄo it ＝ 実践 「やってみよう」

私たちは、好奇心をもって実践します。

リピートされる講師の



●相手に対する敬意

●自分に対する敬意

●環境に対する敬意

Ｒespect



ライブ講師Ⓡ実践会

ＲＥＤの原則
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●楽しい研修って？

●楽しい研修を
提供する喜びは？

Ｅnjoy



ライブ講師Ⓡ実践会
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●自ら実践していること

●一流から学ぶこと
（ベンチマーキング）

●思いもよらない…

Do it
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定例セミナー テーマ 内 容

１０月１２日（月）
２２時～２３時

経営理論
●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１９日（月）
２２時～２３時

経営理論
●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

イベント ● 講師サミット2020
１０月２６日（月）
２２時～２３時

経営理論
●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２日（月）
２２時～２３時

経営理論
●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）

１１月４日（水）
２１時～２２時

健康経営
●講師のための感染症対策
からあげ君こと 藤谷好弘 医師

１１月９日（月）
２２時～２３時

経営理論
●企業組織の在り方と経営理論
（世界標準の経営理論を読む会）

１1月１１日（木）
22:00～22:30

おしてら
●おしえてテラさん ワンポイントセミナー
「目的論と原因論」を実践でいかす


