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経営セミナー 

文章で伝える！ 言葉で伝える！ 

伝える力を掘り下げる 
日時：平成３０年３月２５日（日）１３：１５～１６：３８ 

場所：高松商工会議所２０１会議室 

主催：一般社団法人 香川県中小企業診断士協会 

内容： 

13:15～13:20 開会挨拶 香川県中小企業診断士協会 やました                

・中小企業診断士は経営コンサルタントとしての唯一の国家資格。 

・香川県の会員は６２名、全国では１万人 

・今日は文章で伝える、言葉で伝えるお二人に講演。 

・西陣織 現物の展示、販売も可能。 

・５月２６日のセミナー 本日のセミナーの新年度第１回のセミナー。 

 

○司会：なかの 

13:20～14:45 第１部 元・記者が実践する「伝わる文章」の書き方              

○ことば経営 代表 中村かおり（中小企業診断士） 

○概要（チラシより）：文章が上手い人・下手な人の違いは何だと思いま

すか？才能？語彙力？感性の違い？･･･いいえ。プロの作家が書く文

芸作品でもない限り、これらが求められることはほとんどありませ

ん。実は「伝わる文章」には一定のルールがあり、それをきちんと

守れば誰でも「伝わる文章」が書けるようになるのです。本セミナ

ーでは、このルールの一部を、新聞・テレビの現場等でこれまで

2,000 本以上の原稿を執筆してきた元・報道記者の講師がお伝えし

ます。                           中村かおり（チラシより） 

 

○はじめに 

・文章で伝えることをお話しする。 

・大学を卒業し読売新聞に入社、秋田支局に配属。１年ちょっとで退職し、実家に戻り幻冬舎出

版社の編集者、ＮＨＫの放送記者を５年間。 

・伝えたいことを、伝えたいように相手に伝えるかのスキルについてお話しする。 

 

○目次 

・伝えるとは 

・書く前のポイント 

・書くときのポイント 

・書いた後のポイント 

・まとめ 

 

＜「伝える」とは＞ 

○読んでみてください 
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・２４文字×９行 法律の文章（改正労働法） ２０秒で読めるけれど、間違った文章ではない

けれど、・・・意味がわからない 

・相手の精読を前提とする、「読めるといえば読める文章」を書いていませんか。 → 相手が精

読を必要とする文章は、読みにくい文章である 

・主人公は「受けて」 受け手にわかりやすい言葉で、受け手にわかりやすい構造で伝えること

が鉄則 

 

○某ファストフード店でのこと 

・チキンナゲットを６０～７０代の男性客が注文。 

・店員の「ソースはどちらになさいますか」という問いかけに「えっ？」と固まった 

・「ソースはバーベキューとマスタードの２種類から選べます」ではなく、「ナゲットにつけるソ

ースは、甘いのと辛いの、どちらがいいですか」 

・お客様の年齢、経験、知識を想像して、相手に伝わるわかりやすい言葉を選んだ。 

 

○相手の事情を想像し、受け手を思いやること 

 

＜書く前に＞ 

○書き出す前の「頭の整理」で勝負は決まる 

①伝えたいことは一つに絞る 

②わかりやすい文章構造を組み立てる 

 

○伝えることがまとまっていない文章 ４０秒で読む 

・伝えることを一つに絞る ダイエット中だけど、自分の意志の弱さには困ったものだ 

・言いたいことを箇条書きにする。要素ごとに分類分けする。 

・テーマに不要な要素をカットする。 

・わかりやすい順番に並べ替える。 

 前提、エピソード１、エピソード２、結論 

 

○ＰＲＥＰ法（主にビジネス・論文用途＝説得力を持たせる） 

・結論、根拠、具体例１、具体例２、結論 

 

○ＳＤＳ法 

・要約、詳細１、詳細２、まとめ 

 

○対象をドラマチックに描写したいとき 

・テレビ、新聞、雑誌記事等 → クライマックスは後半に 

・現在、過去、現在、未来 

 

○おもしろいと思う構造を考える、意識する 

・どういう順番でかかれているからおもしろいのかを考える。 

・どの組み立て方で行くかは、読み手でどうしてほしいか次第。 
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＜書く前のポイント＞ 

○冒頭に命をかける（読んでもらえるかどうかの生命線） 

・冒頭に書いていいものは 

 ①結論 

 ②エピソード（描写） 

・やりがちな冒頭の失敗 

 ①説明から入る 

 ②抽象的な情報から入る 

 ③こりすぎて意図が分かりにくい文章になっている 

 

○文法ミスは徹底してゼロに 

・誤字脱字 カッコが閉じていない 

・主語述語のねじれ（対象） 主語と述語が揃っていない 

 → 。を打った段階で、主語と述語の対応をチェックするクセを 

・主語述語のねじれ（能動と受動） 

 → 。を打った段階で、主語と述語の対応をチェックするクセを 

・述語の欠落 

 → 。を打った段階で、主語と述語の対応をチェックするクセを 

 

○説明せずに描写する 

・思った根拠を淡々と書けばいい 

・喜んでいた → 顔をくしゃくしゃにして笑いながら＠ありがとう」といった 

・などの様々な色彩が光を反射していた 

・たくさんの人であふれ、肘と肘がぶつかり合うほどだ 

・口をへの字にしたきり、何も話さなくなった 

 

○勇気を持って短く切る 

・文章を分ける。 

・文章を切るには「断定的」になるが、短く切る勇気を。 

・３０～４０字を。６０字は長すぎる。 

 

○一文二意はＮＧ（手抜きの証） 

 

○ことばの選び方 

・外来語・熟語・固有名詞・専門用語の多様はＮＧ 

・スタバ → 若者に人気のカフェ「スターバックスコーヒー」 

・フラペチーノ → 生クリームがたっぷりのった「フラペチーノ」という甘い飲み物 

・収斂（しゅうれん）する → 縮む、まとまる 

 

○読点は（主に）意味の切れ目に打つ 

・読みの息継ぎに打つのではない。 

・長いかたまり（主語・述語・目的語）の切れ目 
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・「前提・理由・原因」 → 「結論・結果」のあいだ 

 

○重複は避ける 

・文章はスリムに 

 

＜書いた後のポイント＞ 

○書いた後の推敲 

①文章を寝かせて読み手目線でチェックする → 一晩寝かせる ｏｒ 他人に読んでもらう 

②メディアを変えて新鮮な目で見る → プリントアウト（紙）、音読（音声） 

 

○推敲のポイント 

・誤字脱字などの文法ミスはないか 

・一文二意はないか 

・外来語、熟語、固有名詞、専門用語の多様はないか 

・読点の過不足はないか 

・重複表現はないか 

・文章が長すぎないか 

 

＜まとめ＞ 

○文章の上達法 

・文章の上達法に王道なし 

・たくさん読む（真似る）、たくさん書く 

・要約練習 テレビニュースの原稿を１５０～２００文字に要約してみる。 

 テレビニュースは、第１段落に要約、第２段落に本記で構成されているので、第２段落を要約

してみて第１段落と答え合わせをする。 

 

○参考図書 

・「文章力の基本」 阿部裕久 

・「大人のための国語ゼミ」 野や茂樹 

・「重要度順「伝わる文章」を書く技術」 飯間浩明 監修 

 

14:37～14:45 質疑 

男性Ｑ：最近は文章と言えばメールを使うことが多いが、メールを使っての文章の場合の注意点は？ 

中村Ａ： 

・ポイントは“３” 

・一つの段落が３行を越えない。 

・伝えたいことが３つを越えるときは箇条書きにする。 

 

女性Ｑ：専門用語を使わない、中学生にわかるように言葉を選ぶのは出来そうだけれど、年代を超

えての場合はどう推敲すればいいか。 

中村Ａ：カタカナは注意する。世代を越えてのコミュニケーションを心がける。 
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男性②Ｑ：小学生の前でスライドを使って説明することがあり、ひらがなで書くと、自分でもわか

らなくなる。何かこつは。 

中村Ａ：難しい言葉はひらがなで書くが、漢字であればルビや読んであげるとか。コミュニケーシ

ョンでは一番わからない人に会わせて伝えること。 

 

男性①Ｑ：「情けは人のためならず」、解釈が異なる、間違っている解釈が今では主流になっていた

りする。ことわざや四文字熟語など、使う際に気をつけていることは。 

中村Ａ：正しい日本語で使おうと心がけている。しかし仕事上の文章では、基本は正しく理解して

もらえるように、正しく伝わるように違う解釈をする人がいることを前提に文章を作る。「情け

は人のためならず」は使わないようにする。 

 

14:45～15:03 休憩 

 

15:03～16:37 第２部 自分を問いただす、自分を疑う、そして今の状況を楽しむ。考え方の成長

でビジネスは成功する 

○講師：tsutaeru（ツタエル）代表 尾田美和子 

○概要（チラシより）: 西陣織の研究者として培った知識

をビジネスに活かそうと創業。日本に腕のいい職人た

ちを残すという大きなビジョンをもって起業したにも

関わらず、上手くいかないことばかり。完璧なビジネ

スモデルと思っていても、市場はそんなに甘くない。

「自分の思いは本物か」「正しい場所にいるのか」と問

いただす毎日。それでも辞めようと思ったことは一度    尾田美和子（チラシより） 

もない。「思い」と「知恵」と「行動」で新しい伝統産業の未来を切り開く私のビジネスにつ

いてしくじり話とともにお伝えします。 

 

○はじめに 

・呉服屋 → 研究 → グランプリ 

・素人が始めたことから幾度となく自分を問いただし、自分を疑うことに。その経験をお話しす

る。 

 

○女性起業家の祖母 

・年齢にあわせて染め直しをすることでお金を蓄え。 

・キャバレーが増え始め、女の子が着る着物、祖母は自分の着物を無料で着せてあげ、女の子は

着物を欲しくなる。 

・売り掛けサービスで着物を販売。料金は全て回収できたそうです。 

・自分を売り込む、自分を信用してもらうこと、相手を信用することが一番難しかった。 

 

○西陣織の研究をすることに 

・徳島文理大学 医学部 岩田先生の秘書として２０１７年３月まで勤務。 

・岩田先生から「研究者として研究をしたらどうか。あなたのその知識をアカデミックなものに

しなさい。尾田さんも社会に出て、いろいろな方の役に立つ仕事が出来るようになるね」と。 
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・昭和３０年から京都大学、同志社大が調査をしたデータが残っていた。２次元の織りがこれほ

どの素晴らしいものができあがる、それに惚れ込み西陣織を研究することに。 

・西陣織は帯、人形など。しかし、技術の伝承、道具の枯渇、売り上げの低迷・・・などの課題

が。 

 

○研究に着手できない 

・職人さんから「研究者って何も報告に来ない。他県の人が何をしに。あんた誰。誰の紹介。・・・」 

・研究のための営業活動：展示会場に足を運ぶ。アンケートは自ら回収にいく。昼休みに電話を

かける。 → インタビューをすることが出来るように。 

・想像以上の調査ができた 

  アンケートの回収率は４０％ 

  インタビュー調査１７件 

  １年かけて、１２８件の織り屋さんに調査結果の報告と論文を持って挨拶に 

・今では食事会の準備、招待状が届く。他の研究者からの問い合わせが来るようになった。 

・西陣機業調査（平成２６年） ５名の指導・監修者に私も含めていただけた。 

   ↓ 

 西陣からの圧倒的な信用を得た 

 

○しかし後継者がいない 

・子供がいない、子供が継いでくれないというのではなく、親が「この仕事は継ぐな」と言う。 

・自分が研究してきた西陣織の調査結果を、人脈を活かせないかと考え、西陣織のビジネスに着

手。 

 

○西陣織の潜在的市場がある 

・東さぬき市の手袋メーカーにつながると、西陣を使いたいが、使えていない。 → 西陣織の

着物以外の市場があることを発見 

・西陣織と香川のモノづくり企業を繋ぐコーディネーターになろう と考えた。 

・問題が：商品開発のノウハウがない。どこの工場に依頼すればいいか。実績無いじゃない、尾

田美和子って誰。 

 

○サンプルを造ってくれる工場がない 

・中国との賃金差がなくなり、円安が進行している中、ものづくりが日本に戻ってきている。 → 

工場が見つからない。個人は相手にしてくれない。 

 

○ミシンメーカーの技術者との出会い 中四国じゅうのミシンを直している 

・どこにどんなミシンがあり、どんな製品を作っていて、サンプルをつくってくれそうなところ

を知っているのではないか 

  ↓ 

 お茶飲みに行かない？？ お爺ちゃんを逆ナンパ 

・中四国の縫製工場のリストをいただけるようお願いする → １週間後に電話が 

 リストには、社長の個性やサンプルを作ってくれそうかの手書きの書き込みも 
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○リスト中にベビーシューズの文字が 

・西陣織で作った「お初履」の開発に。 

・ベビーシューズメーカーは全国に２社しかない。１社がさぬき市にある。自社一貫生産体制。

有名ブランドのＯＥＭを請け負う（自社ブランドなし） 

・小さくなればなるほど、日本の技術が海外と差がつく。 

・お初履は、過半数はお爺ちゃん、おばあちゃんが購入しており、孫のためならいくらでもお金

を出す。 → 縁起物、御利益を大事にする。 

 

○思いを形にするために必要なプレーヤーを繋いでいく 

・西陣織ベビーシューズ 赤ちゃんがはじめて履く靴「お初履」 実用新案特許 第３２０４１

３８号 

・かがわビジネス＆パブリックコンペ２０１５ グランプリ獲得 

 

○さあ量産へ 

・問題：量産になるとサンプルの時のような美しい縫製が出来ていない。 

・原因：薄利多売 → 合格ラインギリギリの仕事しかできない → 技術の陳腐化が起きてい

る 

 

◇大学院での研究「西陣機業の分業と戦略」 

・織り屋と分業行程を請け負う下請けの関係を研究 

・結論：緊密で無駄のない情報交換が、信頼関係の構築こそがいい製品づくりに繋がる 

・信頼関係 ← 当たり前じゃないか？？ 

 当たり前のことこそが出来ていない今の日本のものづくりの現状 

 

○私の思いを正確に伝えに行かなければならない 

◇相談内容 

①技術的問題（不良品になるかどうか） 

②希望する縫製技術を実行してもらうためにどのように伝えればいいか → 仕様書を見せても

らう 

③どう職人さんたちに伝えていけばいいか → 職人さんたちと話す 

   ↓ 

 ベビーシューズ作業依頼書の作成 

 

○私が考える「いいモノ」 

・１００％の満足ではなく、１２０％の感動を与えられる製品 

・安価で品質がいいモノが手に入る今、１００％の満足は得ている。 

 しかし、１２０％の感動を一つの製品から得られるモノは少ない。 

・それが出来るのは、御社の職員さんだけです。 

・注文した全てのベビーシューズで想像以上の素晴らしい仕上がり。 → 自ら工賃の値上げを

申し出る 

 

○メディアへの露出 
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・職人さんの取材をして欲しいとお願いする。 

 

○職人さんたちの意識・体質変化 

・いっしょに最高のものづくりを行っていこう！ 

・意見を言ってくれる。みんなが同じ方向を向く。 

 

・ブランディング ５０万円 

・パンフレット印刷 ５０万円 

・海外へ進出 英文の契約書、人件費 １００万円 

・ビッグサイトに出典 ８０万円 

・高島屋 ７５～８０％の掛率で百貨店に販売 

・返品はゼロ ← 返品ゼロ宣言をしてスタートした 

 西陣織の説明をきちんとし、価値の提供が出来ているからだと思う。 

 

○１９歳の時の私の交通事故 

・保険会社の方とおじさん（事故の相手方）が来た。 

・７（相手）：３（私）だと言う。 私は停まっていたのに、相手がよそ見をしていてぶつかって

きたのではないか。私はよそ見はしていない。 

・父は、「では、７：３でお願いします。娘は未成年です。自分が想定していない結果に出会うこ

とでしょう。でも、自分の思いを自分の言葉で話せる人になって欲しい。あなたがよそ見をし

ていたと報告を受けている。あなたがよそ見をしていたということが事実であれば、それを娘

の前で認めて欲しい」と。 

・相手は「申し訳ありません」と謝罪してくれた。 

・社会に出て仕事を始めると思っていた結果とは違う現実があることを知る。相手があることだ

から。 

・父の伝えたかったこと 

①自分の利得のために相手を不利なことにたたせないこと。 

②時間を無駄にしないこと。 

③話し合いの場ではお互いが納得ができる形に努めること。 

 

○私が目指すこと 

・持続可能な 

①西陣織と地域を繋ぐ 

②地域機業と連携 西陣理の柄の意味をＬｏｕｂｅで紹介 

③地域教育 

 

・平山郁夫 × 西陣織 西陣織で平山さんの絵を再現し、広めていく 

・平山郁夫の絵を使わせてもらえる許可が出たのは私が２件目 おおつか 

 

○不思議な話 

・西陣機業にいた松本さん 

・２０１５年３月 松本さんからの退職の連絡 
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 「西陣織のことをお願いします」と頭をさげてお願いされ。 

 ３ヶ月後にｔｓｕｔａｅｒｕの操業届けを出す。 

・６月２２日 その日に松本さんは亡くなられた 

・西陣織で一つのモデルが出来れば、いろいろな伝統工芸に使えると思う。 

 

16:10～16:37 質疑 

男性①Ｑ： 

尾田Ａ：サンプルも金をいただきます。 

 

男性②Ｑ：１万８千円 値決めは難しい。これはどう決まったのか。 

尾田Ａ：値決めの仕方 市場の同製品の価格、原材料から抽出、東京なら１万８千円でも安いとい

われることなどを考慮。 

男性Ｃ：海外では高い方が売れたりする。しっかりとマーケティングされている。 

 

女性①Ｑ：名詞を破られたり、一番つらいのは始めたいのに始められないことだと思う。そういう

ときに、どういうことを考え、行動していたのか。 

尾田Ａ：職人さんの賃金を上げる、職員さんの職場環境を高めたいだけ。多くの方に西陣織を知っ

てもらいたいだけ。辛いと思っていない、またチャレンジが出来るとワクワクする。 

女性①Ｃ：目の前の名刺を破られたことではなく、やりたいことが一貫していることに、なるほ

どと思います。 

 

男性③Ｑ：経営者、職人、販売の方など、多くの方々を繋ぐために、尾田さんが大切にしている

ことは。 

尾田Ａ：机上の空論はやってはいけない。現場に入ること、百人いれば百人に言葉をかえる、使

い分ける。言葉だけでなく、自分が介入していなければならない。よう 機織り 売場にたっ

てお客様がどう感じるか、「販売をお手伝いいただける方へ」マニュアルも作っている。同じマ

インドで、話が出来るようにしている。 

 

女性②Ｑ：いろいろなデパートと取引を開始され、デパートの担当者との出会い、取引を初めて

もらえるコミュニケーションはいかようか、興味がある。 

尾田Ａ：緻密な戦略を立てている。ベビーシューズを売り込んでいない。私を売り込んでいる。

バイヤーさんは毎日７～８件の交渉を受ける。目も肥えている。ベビーシューズと共に私の付

加価値をつけて売り込む。 

 まず売り場に行く。たまにお店に出てくるバイヤーさん。電話をかけ、居留守をとられる際に

も、私はここにいると目の前にいく。 

 ベビーシューズだけではなく、私の全てを、パッケージを見せる。だれも見ないマニュアルな

ど、熱量を見せる。 

 パソコンもチラシもなく、ベビーシューズと名詞だけでここまでの販路を生んでいる。 

 

女性③Ｑ：着付け士 着物を着る人も少ない。着物もレンタルする。着る人が少ないと作る人が

少ない。作る人が少ないと着る人が減る。市場を開拓する方法は。 

尾田Ａ：着物は動きにくい、西陣織にいろいろな上品があることを知らない。企業様が求める、



H30.3.25 経営セミナー「伝える力を掘り下げる」 

 - 10 - 

晴れの日、記念の日に胡蝶蘭が届く、これに替わるモノを開発している。 

 

男性Ｑ：取組やストーリーを説明すると長い話になる。どのような話でテンポよく説明するのか。 

尾田Ａ：経歴書を見せる。バイヤーは「何でこれを作ったのか」と質問をどんどんしてくる。そ

れに的確に説明できる力を付けておくことが大事。相手が何を求めているかを感じ取り、抽出

している。 

 

男性Ｑ：新製品開発の事例。撤退の基準は。 

尾田Ａ：製品自体の失敗、市場に出して売れがあんまりだったとかの失敗。西陣織はカットする

とぱらぱらとほどけてしまうので接着剤で固めたり、大きめにカットするなどの技術面の失敗。 

 販売しての失敗は、「質」の失敗。ポリエステルの糸で作った西陣織は受けが悪かった。一点モ

ノ、唯一無二のものづくりが西陣織のプロダクトには向いているのかな。 

 

－以上－ 

 

 


