
ライブ講師®実践会



今日 （14：00～16：00）の進行

１ ２０２１年の実践会
キーワード 「シームレス」

２ ライブメソッド® 基礎編
STEP1 プログラムをつくる

３ 次回のご案内
１６：００～ 懇親会



ライブ講師®実践会
オンライン時代を先取りする

定例セミナー

ＺＯＯＭ

リピートされる講師
心を動かすプレゼンター になろう！

SINCE 2015



●対話の場が盛り上がらない

●参加者の意見を引き出せない

●つい一方的に話してしまう ・・・とお悩みのあなた

一方的で
眠くなる講義

自慢話に
聞こえる
プレゼン

参加者から
意見が出ない

こうなっては、おしまいです！



ライブメソッド®

対話の場をつくる技術
研修、セミナー、講演
会議、セールス、イベント・・・

「対話を通じて心を動かし、
発見を通じて行動をうながす」

「あついかみの」
対話で巻き込もう



ライブ講師®になろう！

＋ ＝あなた自身の
コンテンツ

ライブ講師®ライブメソッド®

リピートされる講師
心を動かすプレゼンター
選ばれ続ける専門家

基礎 /体系 実践 /継続＆
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はじまりは、２０１５年３月～

定例セミナー オンライン

ＺＯＯＭ

実践しフィードバックしあう仲間

リアルのセミナー

対話の場 をつくる技術を磨きあう



ライブ講師Ⓡ実践会２０２０

仲間と学ぶ 一人で学ぶ

オンデマンド教材

基本テキスト
オンライン講座
１～19回

録画



１ 定例セミナー
ライブ講師®実践会

毎週日曜日 １４時～ ＺＯＯＭ で
定例セミナー オンライン

ＺＯＯＭ

過去の動画ストック
５００本超



定例・テーマ タイトル （仮） メイン講師

定
例

１
月

1月１０日（日）
ライブメソッド基礎編

【ＳＴＥＰ１】 プログラムをつくる
顧客本位で考えよう

テラさん

１月１７日（日）
エンタメから学ぼう

マジックを研修にいかそう！①
不思議を生み出す！振る舞いの探究

まほでし、
さん

１月２４日（日）
ライブメソッド実践編

青学ワークショップデザイナー育成で
学んだ事

トシさん

１月３１日（日）
ビジネスを学ぼう

「働きがいのある会社」 トップ３の
リーダーシップ

こばっち

定
例

２
月

２月７日（日）
ライブメソッド基礎編

【ＳＴＥＰ２】 自分をつくる
リピートされる講師の原点

テラさん

２月１４日（日）
エンタメから学ぼう

ゲームを研修にいかそう！①
ゲームクリエイターの発想力

石神さん

２月２１日（日）
ライブメソッド実践編

講師として覚えておくべき、映像知識 タケさん

２月２８日（日）
ビジネスを学ぼう

ゲーミングビジネスの基礎知識 堀川さん



定例・テーマ タイトル （仮） メイン講師

定
例

３
月

３月７日（日）
ライブメソッド基礎編

【ＳＴＥＰ３】 体系をつくる
ユニット全体図

テラさん

３月１４日（日）
エンタメから学ぼう

ストーリーを学ぼう① しのさん

３月２１日（日）
ライブメソッド実践編

優良企業が実践する 社員活性化策 加藤さん

３月２８日（日）
ビジネスを学ぼう

ビジネスの広げ方を語ろう ほっしー

定
例

４
月

４月４日（日）
ライブメソッド基礎編

【ＳＴＥＰ４】 ストーリーをつくる
５つのＳＴＥＰにする

テラさん

４月１１日（日）
エンタメから学ぼう

マジックを研修にいかそう！② まほでし、
さん

４月１８日（日）
ライブメソッド実践編

ファシリテーションを一から学び直す テラさん

４月２５日（日）
ビジネスを学ぼう

優良企業が実践する ２つの大原則 加藤さん



ライブ講師Ⓡ実践会２０２０

仲間と学ぶ 一人で学ぶ

オンデマンド教材

基本テキスト
オンライン講座
１～19回

録画



２ 特別セミナー
ライブ講師®実践会

興味深い内容を、都度、ＺＯＯＭで

過去の動画ストック



ライブ講師®実践会 live5.jp

を
読む会

14

2021年



ライブ講師®実践会 live5.jp

内 容 （その１）
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【第１回 １月１１日】 オリエンテーションと組織開発の概要
（第１部の１、２章）（てらさん）

（第２部）組織開発の歴史学

【第２回 １月１８日】 第３章 組織開発を支える哲学的な基盤
デューイ、フッサール、フロイト（加藤さん）

【第３回 １月２５日】 第４章 組織開発につながる２つの集団精神療法
モレノ、パールズ（む～ちゃん）

【第４回 ２月１日】 第５章 組織開発を支える経営学的基盤
テーラー、メイヨー、バーナード（DOKEさん）

【第５回 ２月８日】 第６章 組織開発の黎明期（前半ｐ134-161）
レヴィン、ベールズ、リッカート（あっくん）

【第６回 ２月１５日】 第６章 組織開発の黎明期～（後半ｐ162-175）
ロジャース（アッキーさん）

【第７回 ２月２２日】 ここまでのふりかえり・第２部のまとめ（フリートーク）



ライブ講師®実践会 live5.jp

内 容 （その２）
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（第３部）組織開発の発展

【第８回 ３月１日】 第７章 組織開発の誕生
マクレガー、ベックハード、シャイン、リピット(バードさん)

【第９回 ３月８日】 第８章 組織開発の発展
ネーヴィス、コッター（DOKEさん）

【第１０回 ３月１５日】 第９章 日本における組織開発
Ｔグループ、ＱＣサークル（五味さん）

【第１１回 ３月２２日】 第10章 組織開発と「似て非なるもの」の暴走
マズロー、エサレン研究所（む～ちゃん）

【第１２回 ３月２９日】 第11章 組織開発の復活（前半ｐ277-290）
ＡＩ（アプリシエイティブ・インクワイアリー）（トシさん）

【第１３回 ４月５日】 第11章 組織開発の復活（後半ｐ290-310）
ホールシステムアプローチ（あっくん）

【第１４回 ４月１２日】 全体の振り返り・第３部のまとめ（フリートーク）



ライブ講師®実践会

リアルでも・・・

オンラインでも・・・

研修ゲーム部Ｇ



ライブ講師Ⓡ実践会２０２０

仲間と学ぶ 一人で学ぶ

オンデマンド教材

基本テキスト
オンライン講座
１～19回

録画



３

ライブ講師®実践会facebook group

疑問があったら、こちらまで。
お互いの活動報告も共有
しましょう！



基本テキストとは・・・
プロ研修講師の教える技術
オンライン講座 （第1～19回）



【第１回】 リピートされる講師 ３つの共通点(15:52)

【第２回】 リピートされる講師の全体系(14:48)

【第３回】 「ＲＥＤの原則」を体現する(15:35)

【第４回】 企画力 ～「ワンシート企画書」で真意を汲み取る(20:43)

【第５回】 企画力 ～ タイトルで心をつかむ(7:30)

【第６回】 企画力 ～ 根拠（開催の趣旨）を明確にして共有する(10:11)

【第７回】 企画力 ～ 参加者のビフォーの状態を確認する(11:17)

【第８回】 企画力 ～ 参加者のアフターをデザインする(6:43)

【第９回】 企画力 ～ 最適な環境をつくりあげる(9:02)

【第10回】 企画力 ～ ストーリーラインをデザインする(10:57)

【第11回】 企画力 ～ 論理的なストーリーラインをデザインする(9:12)

【第12回】 企画力 ～ まとめ(5:47)

【第13回】 進行力 ～ 対話に至る３つのステップ(12:37)

【第14回】 進行力 ～「あつい対話」でテーマを際立たせる(11:05)

【第15回】 進行力 ～「かみの対話」で参加者を巻き込む(7:32)

【第16回】 進行力 ～ オープニングで守るべき４つのポイント(22:12)

【第17回】 進行力 ～ 価値を生み出すメインセッション(23:33)

【第18回】 進行力 ～ 実習を活用する・番外編（6：58）

【第19回】 進行力 ～ エンディングで守るべき４つのポイント（10：51）



シームレス

区切りのない時代

seamless

２０２１


