セミナー、社員研修、各種講座の講師を目指す方、会社の説明会などで人前で話す機会が多い方、話すことに自信
が持てない方、基本を一から学んでみませんか？ 聴き手の満足度が高い、分かりやすい話し方をするための基本
を、ロールプレイングを随所に取り入れながら、実践的にマスターしていく講座です。 ～各講座とも全 4 回～

【Ⅰ】 ベーシック コース （基礎編）
研修日程

計４日間（４回）

定員 30 名

4/14（金）、4/27（木）、5/11（木）、5/26（金）
18：40～21：10 （受付 18：１0～）
研修会場 大阪産業創造館 5 階研修室 C
２０，０００円 （税込・前納）
※別途 テキスト代

2,000 円（税込）が必要です

※アドバンスコースのお申込みは、ベーシックコー

【Ⅱ】 アドバンス コース （上級編）
研修日程

計４日間（４回）

7/19（水）、8/2（水）、8/24（木）、9/8（金）
18：40～21：10 （受付１８：１0～）
研修会場 大阪産業創造館を予定
受講料

： ２４，０００円 （税込・前納）

※別途 テキスト代

2,000 円（税込）が必要です

ビィ・エム

講師 ： 本田 よし美 （ BeMコンサルティング

代表
R 認定者
特定社会保険労務士・CFP○
１級 DC プランナー・考課者訓練トレーナー

スとセットの場合のみ、実践！レベルアップコース
（裏面に記載）のお申込みは、ベーシックコース・

定員 30 名

）

たことがある方は、受講済み講座を除いて講座を

2002 年 10 月独立事務所設立。社労士＆FP として相談業務を行うと
ともに、講師としても活動。上場企業とその関連会社を中心とした DC
投資教育・ライフプラン研修や、一般向け講演・セミナー、独自の実践
研修プログラムによる新入社員研修・管理職研修など、多数の講師実績
を有している。

お申込み頂くことができます。

※ その他の担当講師 ： BeM 研修チーム講師

アドバンスコースとセットの場合のみお申込み
をいただけます。但し、過去に本講座を受講され

【Ⅰ】 ベーシック コース ≪研修内容≫
≪1 日目≫ 『講師に必要なマナーと心構え』

【Ⅱ】 アドバンス コース ≪研修内容≫
≪1 日目≫ 『セミナーは事前準備で決まる！』

話し方ロールプレイングⅠ、講師のマナー&心構え、

レジュメの作り方、話す練習のポイント、

正しい言葉の使い方

持ち時間内に話す ～話し方ロールプレイングⅤ～

≪2 日目≫ 『聴き取りやすい発音・発声をする』

≪2 日目≫ 『ツールの活用法と板書の留意点』

実践！ボイストレーニング、表現力豊かな話し方、

効果的なツールの活用法、板書の仕方と留意点

時間の重要性を把握する ～話し方ロールプレイングⅡ～

講師デビュ―体験に備えて ～話し方ロールプレイングⅥ～

≪3 日目≫ 『分かりやすい話し方のポイント』
分かりやすく話すポイント、滑舌と表現力～話し方ロール
プレイングⅢ～、話の組立て方

≪4 日目≫ 『講師体験をする』
講師体験スピーチ ～話し方ロールプレイングⅣ～、
ディスカッション＆ 総評、
講師の基本～べーシックコース終了にあたって～

≪3日目≫
『講師として登壇する ～10分間セミナー～（前半）』
実践！ボイストレーニングⅠ～発声＆滑舌トレーニングⅠ～、
講師デビュー体験～10 分間セミナー～（前半）、
講師デビュー体験 ～フィードバック等～

≪4 日目≫『本物の講師になるために』
実践！ボイストレーニングⅡ～ 発声＆滑舌トレーニングⅡ ～
講師デビュー体験～10 分間セミナー～（後半）
本物の講師になるために～フィードバック等～

※上記開催日時・ 研修内容・研修会場等の記載内容は、諸都合により、やむをえず変更する場合がございます。

【Ⅰ】べーシックコース 講師に必要なマナーや

【Ⅲ】 実践！レベルアップ コース （実践編）
研修日程

計４日間（４回）

心構え、発声方法、分かりやすい話し方のポイント
など、講師としての基本をマスターする講座です。

定員 30 名

【Ⅱ】アドバンスコース

10/6（金）、10/20（金）、1/20（土）、2/3（土）
第 1 回・第 2 回：18：40～21：10 （受付１８：１0～）
第 3 回・第 4 回：昼間又は夜間 ※詳細未定
研修会場

大阪産業創造館を予定
： ２８，０００円 （税込・前納）

※別途 テキスト代

2,000 円（税込）が必要です

【Ⅲ】 実践！レベルアップ コース≪研修内容≫
≪1 日目≫ 『再チャレンジ！１０分間セミナー

実際にレジュメを作
成、10分間セミナーに挑んで、話し方やレジュメ
の、良かった点・注意点などのフィードバックを受
けることにより講師のノウハウを学んでいきます。
【Ⅲ】実践!レベルアップコース アドバンスコース
のレジュメを修正し、１０分間セミナーに再チャレ
ンジ、レベルアップを図ります。さらに、本格的なレ
ジュメを新たに作成し、３０分セミナーにもチャレ
ンジします。良かった点や今後の課題などを、個人ご
とのフィードバックシートで確認できるため、レベ
ルアップの指針とすることができます。また、受講者
の感想フィードバックにより、客観的な目で自身の
講師としての姿も把握することができます。
『講師入門』シリーズの集大成となる講座です。

≪3 日目≫ 『実践!! ～レベルアップ３０分セミナー～』

～レジュメ見直し体験～』
（前半）

（前半）

発声＆滑舌トレーニングⅤ（個人別）

発声＆滑舌トレーニングⅢ（個人別）

実践!! ～レベルアップ３０分セミナー～（前半）

再チャレンジ！～10 分間セミナー（前半）、フィードバック

フィードバック

≪2 日目≫ 『再チャレンジ！１０分間セミナー

≪4 日目≫ 『実践!! ～レベルアップ３０分セミナー～』

～レジュメ見直し体験～』
（後半）

（後半）

発声＆滑舌トレーニングⅥ（個人別）

発声＆滑舌トレーニングⅣ（個人別）

実践!! ～レベルアップ３０分セミナー～（後半）

再チャレンジ！～10 分間セミナー（後半）～

フィードバック ＆ 講師入門講座、終了式

フィードバック・総評
※

開催日時・ 研修内容・研修会場等の記載内容は、諸都合により、やむをえず変更する場合がございます。

講師入門 ～話しマスター講座～ 参加申込書
① ベーシックコース（基礎編）

②アドバンスコース（上級編）

③実践！レベルアップコース（実践編）

※参加ご希望の講座に〇印をおつけください。申
※

①・②セットのお申込みは 1,500 円、①・②・③セットのお申込みは 3,000 円、合計金額から割引となります。

ふ り が な

お名前

（男性・女性）

ご住所 （〒
TEL（

）

勤務先（事務所名）
役 職

）
－

E-mail

携帯（

）

－

FAX（

）

－

＠

保有資格
ビィ・エム

社員研修＆人事/労務/経営管理
〒５３０－００１４

BeM コンサルティング

大阪市北区鶴野町３－９ ザ・梅田タワー６０１
TEL ： ０６－６１４７－５３０２

※

※
※

お申込み先
F A X : ０６－６１４７－５３０３
E-mail ： kensyu(at)bem-c.com

事前のお申込とお振込が必要です。参加申込書にご記入の上、ＦＡＸまたはメールでお申し込みください。折返し、お振込先等をご案内いたし
ます。期限内にお振込がなかった場合はキャンセル扱いとさせて頂きます。また、ご入金後の受講料のご返金は致しかねますので、あらかじめ
ご了承下さい。
（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
記載頂いた個人情報は、本講座に関するご連絡並びに BeM コンサルティング主催講座・セミナー等のご案内に利用させて頂く場合があります。
上記メールアドレスは、迷惑メール対策のため、＠を（at）と表記しております。

