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垣内：皆様、本⽇はお忙しい中、お集まりいただ
きまして⼤変ありがとうございます。本⽇は、
「１万⼈の上司を導いた ⾃分で考えて動く若⼿
社員・部下の育て⽅」と題しまして、営業サプリ
主催のセミナーを皆様とご⼀緒に進めさせていた
だきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた
します。
司会進⾏は私、サプリの垣内が務めさせていただ
きます。よろしくお願いいたします。

さて、早速ですが本⽇の講師を紹介させていただ
きます。⼤塚寿と申しまして、私達営業サプリ
「売れる営業養成講座」の監修を務めております。
これまで出会った営業は18万⼈ということで、こ
こに載せきれないぐらいたくさん本を書いてい
らっしゃいます。

そんな⼤塚さんなんですけれども、３⽉15⽇に
『⾃分で考えて動く部下が育つすごい質問30』と
いう新書をお出しになられたと。さらにこの本、
⼋重洲の東京駅の駅前の⼋重洲書店さんの⽅では
なんと新書の１位になられたということです。お
めでとうございます。

⼤塚：リクルートの⽬の前の書店なので当たり前
といえば当たり前なんですけど（笑）うれしいで
すね。

垣内：本⽇はこの『⾃分で考えて動く部下が育つす
ごい質問30』の出版を記念してセミナーという形に
させていただいているんですけども、なんと６⽉16
⽇にも新しい本が出るということで。

⼤塚：これ1番⼒⼊ってましてですね、『営業サプ
リ式 ⼤塚寿の「売れる営業⼒」養成講座』とい
う、今までのこの26年間の営業講師歴を全部まとめ
た決定版です。チャート式などの受験参考書を参考
に、売れる営業の⽅法を参考書的にしたらどうなる
のかっていうコンセプトをもとに書いた360ページ
を超える⼤作です。
これが今⽇まさに Amazon で予約開始されました。
細かいところまで全業種の営業が網羅されてます
ので、ぜひこのセミナーが終わったら Amazon の
予約をお願いします。

垣内：さて、それではいよいよ本編に⼊らせてい
ただきます。本⽇は皆様、おそらく何かしら若⼿
社員の⽅ですとか、部下の⽅にお困りの点や、
「もっとこうなってくれたらいいのになあ」と
いったところがあってご参加いただいたんじゃな
いかなと思っています。
早速ですが、皆様に投票をしていただきたいと思
います。

https://www.amazon.co.jp/dp/4413046145
https://www.amazon.co.jp/dp/4413046145
https://www.amazon.co.jp/dp/4534058594/
https://www.amazon.co.jp/dp/4534058594/
https://www.amazon.co.jp/dp/4413046145


若⼿社員・部下の⽅のどのようにな点にお困りで
しょうか。いかがでしょうか。ぜひ投票をお願い
いたします。

＜当⽇は参加者のみなさまに投票をしていただき
ました＞

はい、ありがとうございます。締め切らせていた
だきます。結果を皆様と⼀緒に⾒ていきたいと思
います。

垣内：圧倒的に1位は「積極性が⾜りない」。⼤
塚さんいかがでしょう、やっぱりよく聞かれます
か。 2番が「指⽰しないと動かない」ですね。次
が「打たれ弱い」。

⼤塚：なるほどね、現状を象徴してますね。

垣内：そうですね。それでは、こちらも踏まえて
このセミナーを進めさせていただきます。
ここからは⼤塚さんに事前に皆様からいただい
た質問に⼀問⼀答で答えていただきつつ進めます。

⼤塚：はい、お願いいたします。改めまして皆さ
んお疲れさまでございます。今⽇は⼀期⼀会とい
いますか、このような私どものセミナーに来てい
ただいて、皆さんの貴重な時間をお預かりします
ので、ぜひ「ここは良かった」とか「ここは持っ
て帰ろう」とプラスの物を持って帰っていただけ
ればと思っております。

冒頭まず３つ、皆さんに今回持ち帰っていただき
たいことをお話していきたいと思っています。

1つ⽬なんですが、そもそも部下の育成だとか、
後輩の育成の場⾯で、私たちの使ってる⽇本語っ
ていうのが世界で圧倒的に向いてない⾔語なんで
す。まずそこを理解をしていただきたいです。

⽇本語は実は超⽂脈依存⾔語という分類をされて
いて、圧倒的に⽇本世界ナンバーワンなんすね。
2位は中国語なんですけども、ものすごい差があ
ります。
この超⽂脈依存⾔語、ハイコンテクストって⾔う
んですが、⼗数年前に「KY」って流⾏りました
よね、「空気読めない」。その空気っていうのが
⽂脈の正体なんです。
⽇本語の「結構です」なんかはイエスともとれる
し、そうじゃないともとれるんじゃないですか。
例えば「同じものをもう⼀杯いかがですか」「結
構です」って「同じものを飲む」ともとれるし
「いや、もういらないですよ、ノーサンキュー」
という意味にもとれる。そんなふうに⾮常にわか
りづらい⾔語なんですね。
つまり、⽇本語って実は、⾔葉のやりとりだけで
意思疎通をしている⾔語ではないんです。やりと
りしている⾔葉とその時の表情とか、そこまでの
流れとかその場に漂う何とない雰囲気とかいうこ
とを総合的に判断して意思疎通する⾔語なん

◀当⽇の
投票結果画⾯

⽇本語は育成に最も不向きな⾔語



ですね。つまり、齟齬（そご）がものすごく多い。
上司としては「こう⾔ったつもり」っていうこと
が部下には額⾯通りに伝わっていないことがとて
も多いのです。
まず、その使いにくい道具を使ってコミュニケー
ションをとっているって⾔う事を、まずは知って
おいて下さい。

２番⽬は、コミュニケーションを使い分けて欲し
いんですね。何を使い分けるかというと、コミュ
ニケーションの様式。

皆さんと皆さんの部下や後輩の⾊々なコミュニ
ケーション場⾯があると思うんですけど、その時
にそのコミュニケーションを指⽰なのか、命令な
のか、説明なのか、激励なのか…というような10
個ぐらいの様式をまず使い分けるということを押
さえておいてください。
皆さんも⾊々な部下の⽅をお持ちだと思うんです
けど、スキルとモチベーションが低い、中ぐらい、
⾼いということで区別していって欲しいんです。
スキルはまだまだ新⼈なんで低い、本当全然何も
できないスキルレベル。でもモチベーションは真
ん中ぐらいあるよっていう⼈であれば最初は指
⽰・命令・説明ですね。レールに乗せないと始ま
らないんです。
でも、スキルが中ぐらい以上で、モチベーション
⾼いですよっていう⼈に対して指⽰・命令・説明

というコミュニケーションの様式を使うと、細か
いところまで⼝を挟む上司になって、やる気が
落っこちて逆効果になっちゃう。そういう⼈には
共感だとかポイントだけ指摘する、あるいは期待
の⾔葉を伝えるのがベター。
モチベーションの⾼低、あるいはスキルの⾼低が
低い⽅には①（指⽰）で、⾼くなればなるほど⑨
（⽰唆）で。叱責はどのレベルでもいいんですけ
ど。
「どういう意図でなんと⾔うか」というのを
セットにして、この10個の様式のどれを使うかっ
てことを決めて欲しいんですね。
そんな使い分けをしてほしいというのが⼆つ⽬の
持ち帰って欲しいことです。

３つ⽬は、頭で理解しても実際のケースを考えて
いかないとなかなか⾝につかないんですね。なの
でこういう場⾯ではこういう使い⽅がいいんだ
よっていうことを、皆さんの事前質問でいただい
たものを使って回答していきたいと思います。

コミュニケーションの様式を使い分ける

部下への声のかけ⽅⼀問⼀答

A.３つのことを意識しましょう
・⼩さな⾃⼰決定の機会を作る
・どんどん仕事を（⼩分けして）振る
・フィードバック

Q.１



⼤塚：基本的にここの場⾯では3つに気をつけて
ほしいと思っています。
まず１点⽬は、⾃⼰決定。部下に決めさせるんで
すね。⼤きい意思決定はできないから、せめてや
り⽅を決めさせる。
やり⽅も⼤枠は⽰してあげないと決められないの
であれば選択肢を与える。「Aというやり⽅とB
というやり⽅があるんだけど、どっちでやりた
い？」とか。⼩さな⾃⼰決定の場⾯をたくさん
作ってください。
もうちょっとオープンクエスチョンにするなら
ば 、「A さんはどういうやり⽅でやりたい？」っ
ていう聞き⽅ですね。

２点⽬はどんどん仕事振っていくんですね。ただ、
仕事を振っていくんだけれども、⼩分けすること。
でっかい仕事を「これやってみようか」っていう
⾵に当てると、「あ、これとってもできませ
ん」って拒絶しちゃうことがあるので、とにかく
⼩さく⼩さく⼝に⼊るサイズにして「これなら⾷
べられるよ、これなら⾃分にも出来るよ」ってい
う⼤きさに⼩分けして仕事を与えることを⼼がけ
てください。
３つ⽬はフィードバックです。やらせっぱなし
じゃなくて、指⽰したこと、アサインしたことに
対して良かったのか、良くなかったのか、こうす
ればもっとよくなるのかってこと。
とにかくフィードバックを返す。これ⾮常に⼤事
なんで、そうしないとですね部下が成⻑してきま
せん。
このフィードバックって⼤原則があって、その時、
その場じゃないと効かない。だから週に１回の週
報会とか⽉に１回の⽉例会で⾔ったとして、本⼈
は「はい、わかりました。今度からそうしま
す」って⾔います。でもそれ⾏動変容、⾏動が改
善されることに繋がらないんですね。ただしリ
モートでやってるんで、その時その場ができない
んだよっていうことであれば、最悪その⽇のうち
にやることを⼼がけてください。

A. ポイントを整理して教えて、どこまで理解し
ているかを確認しましょう。メモを取らせて振り
返るのも効果的。何かに集中してやりきる「集
中体験」をもたせて育てましょう。

まず、「わかんないことがあったらちゃんと質問
するように」って⾔ったとしても、何を質問して
いいか分からないところからスタートしているん
ですね。なので、お勧めなのは、営業の業務プロ
セスがあると思うんで、プロセスを何段階かに分
けていただいて、それぞれのプロセス毎に勘所、
ここがポイントなんだよ、外しちゃいけないポイ
ントはここなんだよっていうことを書き出して欲
しいんです。
ポイントはこれだこれだってことを整理したうえ
で、まずそれは教えますよね。で、本⼈にきます。
どこまで理解できてるか。わかんないことがあっ
たら質問するんじゃなくって、どこまで理解した
かを管理職の⽅が聞く。ここまでしか分かってな
いなと思ったら、繰り返し繰り返し、教えてやら
せて⾒せて、それ繰り返す。
ポイントは⼩さく⼩さく⼩さく。それをチェック
リストのようにして、Aさんはここまではできる
けど、ここからつまづいてるなとか、こっから先
にはいけないんだなと思ったら、そこのつまずい
ているところを集中的に教えこむ。それがわかっ
たら次の段階に進む。

Q.２



表情が豊かな喜怒哀楽の感情が豊かな営業パーソ
ンを演じろっていう持って⾏き⽅。こういうお客
様に対してはきっとこういう営業パーソンが好ま
れるから、その営業パーソンを演じてみようって
いう持っていき⽅。その⽅が本⼈は性格を否定さ
れることじゃなくなるからすっと⼊ってきやすい。
喜怒哀楽というキーワードが出てきたんでちょっ
と補⾜しておくと、喜怒哀楽の表情よりも喜怒哀
楽のポイントを押さえた⽅がいい。この⽅がどう
いう時に喜んで、怒り、悲しみ楽しく思う⼈なの
かっていうことを観察して、それを把握した⽅が
⾊々な⼈をマネジメントしやすくなりますよ。

A.⽅向・⽅法・エネルギーの3つをチェックしてボ
トルネックになっている要素を確認しましょう。

うまくいってない⽅の課については、⽅向と⽅法
とエネルギーという３つの要素を使ってもらえば
いいと思うんです。その課が⽬指している⽅向性
はまず正しいのかどうかをチェック。今度はその
⽅向に向かっているやり⽅が正しいのかをチェッ
ク。もう１つのエネルギーはモチベーションです
ね。課のメンバーのモチベーションを阻害してい
る、ボトルネックになってる要素があるのかどう
かってことをチェックして、それを取り外せばふ
わっと上がってくるので。その⽅向・⽅法・エネ
ルギーのどこに課題があるのかを特定して改善す
るというやり⽅がいいと思います。

次に全然やり⽅違うんですけど、ノート。ノート
を使った育成のやり⽅です。（相談者が）⾊々あ
あだよこうだよっていうことを、できれば完全コ
ピーできるぐらいまでにAさんにメモさせる。メモ
させて、さっきのプロセスみたいなのを A さんに
⾃分で作らせちゃおうみたいなイメージでござい
ます。
それでそのメモを振り返らせる。メモを取らせて、
その⽇のうちに必ず仕事の終わりの５分でもいい
し寝る前の５分でもいいんだけど、振り返りの５
分の時間を取らせてそのノートを⾒返す。という
ような感じで育てていくっていうのが２つ⽬。
３つ⽬は、集中体験。⽬の前にちっちゃなことで
もいいんで何か課題を与えて、それを集中的にや
りきったって⾔う、達成感が持てるような集中体
験をちょこちょこ与えて、やりきったってことで
尺取り⾍のように少しずつステップアップさせて
いきましょう。

A.営業は「演じること」と思ってもらいましょう。

これは根本的に、表情豊かで売れない営業と表情
豊かじゃないんだけど売れる営業とどっちになっ
てほしいかって話なんですよね。売れる営業だっ
たら表情豊かじゃなくたっていいじゃないか、と
いうことを共有しておきます 。
その上で、何を教えたいかっていうと「営業は演
じることだよ」という伝え⽅です。

Q.３

Q.４



２つの課ということで、２つのチームになってい
ると組み合わせの妙があるんですよ。部下のメン
バーの組み合わせで集団⼼理が働いてしまうこと
が結構多くて。ムードメーカーがポジティブな⽅
に向くのと、「どうせダメだから」っていうネガ
ティブの⽅に⾏ってしまうというので差が出てし
まう。ですから、メンバーチェンジをしてしま
うっていうのも１つの⽅法ですよね。

A.５つの特徴があります。
・⾃⼰効⼒感を⼤切にする
・正解を求める、先に答えが欲しい
・まじめ
・周りの⽬を気にしすぎる
・⼤志を抱かない、限界を設けてしまう

これも定番の５つ。まず、いい部分で⾔うと⾃⼰
効⼒感を⼤切にします。この仕事を通じて私はこ
こに貢献できたとか、こういう⾵に役⽴てたって
いうのをすごい気にする世代です。
あとは、正解を求める、答えを欲しがるんです。
なので営業の育成っていう部分ではもう答えを与
えちゃったほうが早く伸びます。
次は、とにかく真⾯⽬。コツコツコツコツやる⼈
がどんどん増えています。サボらないという意味
でこれも良い傾向だと思います。
あと、周りの⽬を気にしすぎる。⾃分がどう⾒ら
れているかっていうこと、さっきの⾃⼰効⼒感に

も近いんだけど、どう思われてることを気にする
んですね。それを逆⼿に取れば「こんなにいいと
ころあるよ、頑張ってね」っていうところをどん
どん褒めてあげると、どんどん伸びてくるという
ことがある。
あと、⼤志を抱かない、⼤きい夢を抱かない傾向
があって、そこそこ。⾃分に限界を設けてしま
うっていう特性もあるんで、これは外してあげた
ほうがベターかなと思います。

A.背景を伝えること。与えられる仕事がなんのた
めに⾏われるか、全体感を伝えることがポイント
です。

さっきの⽇本語って超⽂脈依存⾔語だよねってい
うことと連動することなんだけれども、背景を伝
えること。
部下の⽬線で何が欲しいかっていうと、「これを
やっといて」「お⼿伝いして」じゃなくて、これ
はどういう⽤途でどういうふうにっていう、やろ
うとしていることの背景を知りたいんですね。全
体感って⾔ってもいいし、背景といってもいいん
だけど、その全体感を伝えること。それイコール
部下⽬線だと思います。

Q.５
Q.６



A.意欲が⾼い/低いの話にせず、意欲が低い⼈に
はやることを絞って指⽰をしてあげること。「こ
れならできる」とわかれば前に進むことができま
す。

対策としては３つのこと話したいと思ってるんで
すけど、意欲が⾼い低いの話にしない。意欲が低
いのであったとしたら、その⼈に対してはやるこ
とを絞ってあげること。貪欲でなくても結果的に
⽬標をクリアできればいいわけじゃないですか。
そのためには「ここだけやって」っていう、クリ
アするために不⾜しているところを越えられるよ
うな⽅法・テーマ・やり⽅を指⽰してやらせるこ
と。できれば思い切ってやることを絞ってあげる
のがポイントです。
「こうやればできるんだ」って気付かせてやらせ
た⽅が「こうやるんでしょ、なんだできるじゃん、
これができそうだ」と思えれば、⾃分の⾜で前に
進めるんですよね。数字は詰める。あるいは訪問
件数をもう１件⾏こうとか、もうちょっと粘って
みようかっていう気持ちになりやすいんですね。
その流れを作るには絞ってあげるのがベターです。
あと、貪欲でない部下なりに、その部下が最もや
る気に満ちていた時はどういう時だったかを押さ
えること。具体的に⾔うと、どこの誰と何の仕事
をしてた時かとか、その時のエピソード。
わずかであったとしてもそのモチベーションリ
ソースにスイッチが⼊ればやれる⼈も出てくるん

Q.７ ですよ。
あと、これも即効性はないんだけど、働く動機を
刺激するっていうやり⽅があって、そもそも何が
やりたくてこの会社に⼊ったのかを問う。やりた
いことだったら貪欲にやるんです。そのベクトル
合わせをしてあげる。「○○さんのやりたい事っ
て、これを乗り越えた時にやりたいことって近づ
くよね」と気づかせてあげれば、「そうだよ
な」って気付けるんじゃないかと。そういう持っ
ていき⽅がいいんだと思います。

A.コミュニケーションを取る時間でなく、頻度を
増やす 。⽇々の嬉しかったこと、いやだったこ
となどを引き出して共感・感情移⼊をしていきま
しょう。

まず、コミュニケーション接点を増やすこと。時
間より回数を増やすことです。１週間に１度でま
とめて⻑い時間を取るんだったら、短い時間でも
毎⽇や朝昼晩などちょこちょこやっていったほう
がベターです。
もう１つが、今どんな気持ちなのかですね。⽇々
の嬉しかったことことか、逆のつまらなかったこ
ととか、ポジティブな話とネガティブな話を共有
することです。職場が⼀緒だったら表情でなんと
なく分かるんです。つまづいてるとか、よくない
ことがあったのが。リモートだとそこがわからな
いんですよね。

Q.８&９



メンバーたちの⽇々のエピソードとか、毎⽇の喜
怒哀楽のストーリーってあるわけじゃないですか、
仕事を通した。それを共有して欲しいですね。

A.いきなり考えさせるのではなく⽰唆・ヒントを
与える。部下が⾃分で考えられるレベル（選択性
など）まで落として提⽰する。

⼀を⾔って⼗を知る部下はトップ1%ぐらいです。
まずは⾃分の⽅から考えさせる誘導・⽰唆、その
ヒントを与えていきましょう。「これ、こういう
ことなんだけどどう思ってる？」と考えさせて、
出てきた答えを頭ごなしに否定しないことですね。
否定してしまうと「なんか⾔われたってどうせま
た課⻑にダメ出しされるされるんだから」と考え
なくなっちゃうんですよね。「そう⾔うな課⻑が
考えればいいじゃん」っていう⾵に。⾃⼰防衛本
能があるので、そう考えるヒントを与えるのがい
いんだろうなと思います。
なおかつ、⾃分で考えられないんだったら、選択
肢を与えて「これってこういう考え⽅とこういう
考え⽅あるけど、どっちだと思う？」みたいな。
まずその本⼈と課⻑の間ぐらいの⽴ち位置でコ
ミュニケーションの中⾝を考えて⾏かれるといい
のかなと思いました。

A.部下の能⼒の1.1倍が⽬安です。優秀な⽅であ
ればもっと上げてもいい場合もありますが、徐々
に上げていきましょう。

部下本⼈の能⼒・スキルでできることの+10%ま
でOKです。能⼒のある部下だったらどんどんで
きるところまで負荷をかけ続けて⼤丈夫。ただし、
その刻み⽅としてレイアップで、その⼈の能⼒
+10%だったらずっと刻んでいってください。細
かく細かくいったほうがすんなりいくかと思いま
す。この負荷というのは仕事の難易度です。これ
だけの量を短い時間で、というのも含めて良いか
と思います。

A.どんどん質問をしたり仕事任せてできたら褒め
ることで、⾃⼰効⼒感を⾼める。部下に頼って
いる姿勢を⾒せる。

Q.10

Q.11

Q.12



どんどん聞いて任せる。どんどん任せて、さっき
の⾃⼰効⼒感を持てるような具体的な⾔葉がけ。
任せて、できたらどんどん褒めて、褒めるときは
具体的に。「よくこういうこと気づくよねー」っ
ていうふうに。「あえて○○さんだから聞くんだ
けどさ」って聞くとできるという感じになる。そ
ういう⾔い⽅をどんどんしていく。
最初にダメ出ししちゃうと⾃発的な提案と改善法
は出さなくなってしまうので、どんな⼩さくても
でまずいい点を⾔ってから修正ポイントを⾔う、
という順番が⼤事になってきます。

A.実は営業研修はオンラインのほうが効果的なこ
とがわかってきています。

去年の今頃、私もいくつかの新⼈教育だとか営業
研修を抱えていたんですが、コロナの影響で出来
なくなっちゃったわけです。結論から⾔うと全部
リモートになったんです。そうしたらショック
だったのが、リモートの⽅が効果が上がって研修
のアンケートの評価も上がってしまったんですよ。
いろいろ分析をしたんですけど、なんでかと⾔う
と、リモートって密着度が⾼いんです。今回の
（セミナーの）ようにやっていても、⾔わば対⾯
じゃないですか。⼀対⼀で向き合える時間が増え
るんで、新⼈でも営業教育に関してはリモートと
いうのはものすごくいいですね。
グループのロープレもリモートでやってますけど、

録画もできるから、対⾯の営業研修よりもリモー
トの⽅が短時間でいい成果が出せるって業界でも
分かり始めています。
リモート研修で具体的にどうしたらいいかって⾔
うと、さっきの話に似ているんですが、営業全体
の流れを作って欲しいんですね。そこでそのプロ
セスから、外しちゃいけないポイントを教えてま
す。⼤事なのが⾒本・⼿本。やって⾒せて解説し
てて、⾃分でやらせてフィードバック。
考えてみればお客さんとももうオンライン商談
じゃないですか。 お客様ともオンラインでどん
どんやったほうがいいですよ。接触する回数が⼤
事なんでね。

A.集合研修や勉強会をしましょう。随時アップ
デートを続けることが⼤事です。

ギャップ・アンバランスを埋める集合研修・勉強
会を開催しましょう。ちょこちょこやった⽅が絶
対いいと思います。やらないとアンバランスどん
どんと広がっていっちゃうんですね。
もうとにかくダイナミックに商材が変わってくか
ら、学ぶしかないじゃないですか。どこで学ぶ
のって⾔ったらもう⽅法は本で読むか、⼈に聞く
しかないじゃないです。もっと⾔うとそれを⾝に
つけとかないとお客さんに失礼になっちゃうんで、
アップデートしてないと。そこはやっぱりキャッ
チアップ必須だと思います。

Q.13

Q.14



やり⽅のコツなんですけど、その研修とか勉強会
必ず回数を複数回に分けて、宿題とフィードバッ
クを繰り返すフォローアップ研修を繰り返す形に
したほうがいいと思います。やりっぱなしじゃな
くて。必ず継続してその間に何をやってきたか、
それをうまくいったのかうまくいかなかったのか
どうしようかっていうことを繰り返しやるのが
キャッチアップのコツだと思います。

A.主語を「私」ではなく「組織」にする。個⼈の
話し合いではなく、部の窓⼝としての伝⾔という
意識を持ってもらうことで接しやすくなります。

組織での⽴ち回り⽅を教えてあげてください。⾃
分と職階の⾼い相⼿とのコミュニケーションじゃ
なくて、部⾨と部⾨のコミュニケーションである
と思わせましょう。⾃分は⾃分の課を代表してい
るっていう主語を使う。「私どもの部としては」
とか。「⾃分と○○課⻑が話していいるんじゃな
くて、⾃分の課や部が話しているんだ」と。その
態度でたまたま僕は窓⼝で⾔ってるだけなんだけ
どさって。なんとなれば最初に上司から電話して
おいてもらうっていうのがいいですよね。「うち
の使いがこういう⾵に⾏くから」って。
社内営業っていう意味では上司を⾃分の思い通り
に動かすっていうも営業⼒のうちなんで、そうい
うことを教えてあげてほしいですね。

A.働く動機を刺激してあげる。何のために今の仕
事をやっているかのロードマップを提⽰しましょ
う。

さっき出てきた⾔葉を使えば、働く動機ですよね。
本当はこれやりたいんだけどいきなりそこには⼀
⾜⾶びに⾏けないじゃないですか。何でこの会社
に⼊ってきたんだっていうことを考えさせて、何
がやりたいのかってことにつなげてあげることで
すね。今のこの事がそこにつながっているんだっ
ていうことに腹落ちをさせてあげたい。
別のやり⽅としては、１つ上の仕事をふるのもや
り⽅とたり、あるいはこういう⼈だったら、修羅
場を経験させる。

本当のところは何がやりたいわけっていうところ
をまず聞いていきたいですね。 「別に」って⾔
うんだろうなーって期待していた思っちゃった⼈
ほど意外なこと⾔うことが多い。意外に答えが
あって。
⼈が能動的になる場⾯というのは、やりたかった
ことか、⾃分の成⻑に繋がることか、⾯⽩いこと
かの３つなんですね。その３つの中で⽅向性を⾒
出して⾏ってあげてほしいなと思います。

働く動機が「ご飯が⾷べたいとか安定してクビに
されなければいい」といった場合には紐付けが難
しいと思われるかもしれませんが、とにかく短い

Q.15

Q.16



ゴールを設定してやりきったというのを体験させ
る。あとは、その⼈のやりきった成功体験ってあ
るじゃないですか。偏差値52.5でもいいんだけど
これだけは頑張ったっていうようなものを引き出
して、まずそこでできそうな⼩さな仕事まずやら
せてみる感じでしょうね。

あとは、「その能⼒を発揮しないのは罪だ」って
叱ったりとか。そもそも叱ると怒るって何が違う
かって⾔うと、怒るってのは⾃分のイライラ感情
エネルギーの放出だから、⾃分のためなんですね。
でも叱るのは部下の⾏動変容を促すためのコミュ
ニケーションの様式の１つなんで、相⼿のためな
んです。叱る時は「これから嫌なこと⾔うよ」っ
て宣⾔してから、「ここをこうこうなんだけど今
態度としてこういうところが⾒えるので」ってい
う⾏動変容を促しましょう。

垣内：⼤塚さんありがとうございました。それで
は、ここからは実際にこちらの本に書いているタ
イプ別の声掛け例というところを抜粋させていた
だいて、ご紹介します。

⼤塚：上司の⽅が俺に話しかけるなオーラ、「私
に話しかけないでね」と忙しそうにしていること
があって、そういうときは攻めの報連相というの
があって、上司の⽅が聞いちゃう。「なんかあ
る？今5分だけ聞けるんだけど」「あの件どう

なってる？」みたいな上司の⽅が聞くことを⼼が
けるといいと思います。

⼤塚：これもこちらから聞いちゃう。こういう質
問ですね「ところで○○さんはどういうふうに試
したいわけ？」わけはちょっと詰められているよ
うな気がするので、「どういうふうにしたい？」
「やりたい？」ぐらいがいいと思いますね。

⼤塚：「○○さんは何がやりたくてこの会社に
⼊ったの？」とかですね。やりたいことにうまく
繋げてあげるっていうのが⼤事ですね。

タイプ別声かけ例



⼤塚：負担だからやめたいわけですね。楽になり
たいわけですよ。だから「諦めるのはいつでもで
きるからもう１回やってみようか」って負担を軽
減させたりとか、あとは期限を切ること。「もう
⼀週間やってダメだったら諦めるとして、それま
でに他のやり⽅ためしてみようか」みたいな。期
限を切られるとそのくらいだったらやってみよう
かという気持ちになるんですね。
あとは「諦めるとか諦めないとかは⼀旦脇に置い
といて、違うやり⽅試してみようか」とか。
あとは「最終的には諦めてしまうメリットってど
んなこと？」メリットといったって諦めるメリッ
トなんて⼤局的に考えられないじゃないですか。

やることを絞ってあげることですね。⾔い⽅とし
ては「思い切って○○だけやってみようか」。
「だけ」と⾔うとほっとできるんですよ。これ
「だけ」でいいって思えるんで。⼀歩踏み出すだ

けやってみようかっていうことで集中させましょ
う。
「何でできない？」のは逆効果になっちゃいます。
あなたとは違いますからって思いますから。

⼤塚：「ポジティブに考えよう」っていうのは絶
対⾔っちゃいけないセリフ。ポジティブに考えら
れないるから落ち込んでんだろうってことじゃな
いですか。
陽転思考っていうのがあって、プラスに転じる、
⾃動的になるっていう発想なんだけど、⾃分に
とって良くないことが起こっちゃったら、その良
くないことの前に「せっかく」って⾔葉をつける
んですね。
「せっかく⼤阪配属になったんだから…」で、そ
こに続く⾔葉を無理くり考える。「京都のお寺を
⽚っ端から回ってやろう」だとか「⼤阪の B 級グ
ルメ⽚っ端から⾷ってやろう」だとか。「せっか
く」ってことはポジティブな事しかつかないじゃ
ないですか。だからポジティブな事いろいろ考え
られるということですね。

垣内：それでは、お時間も近くなってまいりまし
たので、最後に少しだけ営業サプリのご紹介をさ
せてください。
私どもサプリは今このような４つのコースをご提
供させていただいております。

営業サプリのご紹介



勝ちパターンコース、営業基礎コース、部下育成
コース、営業マネジメントコースというこの４つ
でございます。今⽇来ていただいてる皆様のご興
味はおそらく3番の部下育成コース、もしくはそ
の下の営業マネジメントコースといったあたりだ
と思います。
サプリはどう考えているかといいますと、能⼒⾏
動モデルというものをベースに考えております。
まずはその⼈の性格や基礎能⼒があって、その上
に意識・スキル・知識、そして⾏動があって成果
に繋がると、このように考えております。

なので部下を変えたいとき、そういう⾏動を要望
するということが１番成果への近道なのではない
かと考えております。
⾏動を要望した上でそれを⽀える意識・知識・ス
キルを強化することが⼤事であるというふうに考
えております。

この売れる⾏動という所に関して⾔うと、⾒える
化して、⾏動を教えて、実践させて、定着させて、
やり切らせることによって成果が出るという⾵な
考え⽅に基づいております。

そして、そのような考え⽅に基づいて売れる⾏動
パターンを勝ちパターンコースで⾒える化して、
営業基礎コースで営業の基礎を教えて、部下育成
スキルコースでその⾏動を実践させる・定着させ
るやり⽅を教えて、かつやりきらせる⼒というの
はそれはそれで必要になって参りますので、それ
を営業マネジメントコースで教えるといったコー
スを皆様に提供させていただいております。
それぞれオンラインでこのような内容を学んでい
ただくことで、皆様にスキルを確実に⾝につけて
いたような形のオンライン研修をご案内しており
ます。
全て学んでいただいて、やってみていただいて、
フィードバックを受けていただく、という⼩さな
単位でサイクルをまわしていくことでスキルが着
実に⾝につくと考え、そのコースもそのような形
になっております。
実際に営業基礎コースを受講いただいたお客様か
らは「具体的な質問の仕⽅とかそういったような
ところが学べたのですぐに使えた」みたいな声を
いただいております。導⼊決定いただいた⽅から
は「実際の現場で使えたっていう声が多い」「若
⼿の営業社員のスキルの平準化ができた」と⾔っ
ていただいています。やはりオンラインで皆さん



は結構お悩みでらっしゃるので、「チームの⼀体
感の醸成ができた」なんてこともおっしゃってい
ただけております。

部下育成コースを実際にご受講いただいた⽅なん
ですけれども、「試⾏錯誤する機会が継続的にあ
る。1回やってみて、学んで、やってみてフィー
ドバックっていう⾵に⾏くので、試⾏錯誤する機
会があるって⾔うのはとても良かった」というお
声もいただいております。

このような研修をサプリの⽅ではご案内をしてお
りますので、本⽇は部下・若⼿の⽅の育て⽅とい
うところでお話をさせていただいたんですけれど
も、もし興味をお持ちいただけそうなものがござ
いましたら、皆様にもご案内をさせていただきた
いなという⾵に思います。

それでは、そろそろ終了のお時間となります。本
⽇は皆様お忙しいなかご参加いただきありがとう
ございました。

⼤塚寿 書籍のご紹介

https://www.amazon.co.jp/dp/4413046145

https://www.amazon.co.jp/dp/4534058594/
※2021年6⽉17⽇発売予定。リンク先は予約ページです。
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