
コミュニケーション・マイスター協会
 COMMUNICATION MEISTER ASSOCIATION

～受講のご案内～

ロジカル・コミュニケーション®
検定講座

55万人　1700 社が納得した
コミュニケーションのテクニック



ロジカル・コミュニケーション®とは、「わかりやすい・伝わる話し方」の テクニックです。
具体的には
（１）伝えたい内容を「頭の中できちんと整理」 し、
（２）それを「相手が理解しやすい方法」で伝えます。
ロジカル・コミュニケーション®は、この一連の方法が体系立てられ、効率よく学べるよう、長
年に渡り多くのビジネスパーソンの実践を通じて研究され続けたスキルです。
時代はコミュニケーションのスキルを求めています。
就職においても、仕事においても、コミュニケーション力は重要視されています。
こうした時代のニーズを受け、このロジカル・コミュニケーション®のテクニックは企業研修に
導入され、1700社55万人がその効果を体感しています。

また、東京大学、京都大学、早稲田大学などの授業でも採用されるなど、学校教育のカリキュ
ラムとしても確立されています。

●官公庁・教育機関における導入実績
財務省・参議院・人事院・海上保安庁・東京大学・京都大学・一橋大学・早稲田 大学など多数
●一般公開コースの開催実績
日経新聞・日経BP社・日経アソシエ・日経コンピュータ・日経ソリューション主催の各種セミ
ナーなど

人前で話すと緊張する
言葉が出てこない
会話が苦手
話にまとまりがない
内容を理解してもらえない
知的にみられない

自信を持って話せる
スラスラよどみなく話せる
会話を楽しめるようになる
簡単にまとめられる
正確に伝えられる
スマートさが身につく

コミュニケーションの問題は、
スキルの習得で解消できます。

能力

55万人1700社が納得した、ロジカル・　コミュニケーション®とは？

ロジカル・コミュニケーション®スキルだったら解決できます。



コース内容・料金

● 経験豊富な講師が指導します
各講座とも、コミュニケーション指導に豊富な経験を持つ、コミュニケーション・
マイスター協会認定講師が、ていねいに指導いたします。

● 学科と実技の両面から学びます
各講座とも、カリキュラムは学科と実技をバランスよく組み合わせています。
知識と経験の両面から学ぶことができるので、どんなシチュエーションにでも応用できる、確かな実力が身
につきます。

● 教材はすべてオリジナルです
講習で使われる教材は、すべて当協会の認定講師が作成したオリジナルです。長年、日本の多くの大手企業
が社員研修に採用しているメソッドがベースなので、実効性は検証済みです。

スキルとしてのコミュニケーション力を独自のメソッドで学びます。

ステップ・バイ・ステップで、着実にプロのスキルが身につきます。

学科
実技

課題発見
技法Ⅰ
理論Ⅰ

解　決 情報伝達Ⅰ
情報整理Ⅰ

技法Ⅱ
理論Ⅱ

情報伝達Ⅱ
情報整理Ⅱ

マーケット
教授方法
オブザーブ
デモレッスン

3級
（入門コース）

2級
（実践コース）

1級
（応用コース）

プロ養成
コース

「話下手」「人間関係
が 苦 手」と い う
ウィークポイントを
克服したい方のため
の、" 最初の一歩 "
となる講座です。コ
ミュニケーション
が、 実は誰でも習得
できる " スキル " で
あることを理解し、
苦手克服へのモチ
ベーションを高めま
す。

分かりやすく魅力
的な話し方を短時
間で身につけ、就
職活動などに役立
てたい方のための
講座です。コミュ
ニケーションの基
礎知識を学び、話
すことの基本スキ
ルを身につけます。

人を惹きつける対話
術を身につけ、ミー
ティングや商談で思
い通りの成果を出し
たり、交流会などで
積極的に人脈を広げ
たりしたい方のため
の講座です。伝えた
いことを的確に伝え
る話し方と、相手の
話を正しく捉える力
を習得します。

職場で話し方セミナー
を開催したり、独立し
て事業を起こすなど、
コミュニケーションの
「プロ」を目指す方の
ための講座です。ハイ
レベルなコミュニケー
ション力に加えて、コ
ミュニケーション講師
として活躍するための
教授法を学びます。な
お、最終試験に合格す
ると、当協会認定講師
として登録されます。

受講料 受講料 受講料 受講料

6,480 円 税込 51,840 円 97,200 円 432,000 円税込 税込 税込



ロジカル・コミュニケーション検定とは、コミュニ
ケーション・マイスター協会が実施する検定講座と
検定試験から構成される、 コミュニケーション能
力を測定・強化する一般検定資格です。大手企業の
研修として、すでに55万人以上が実施してきた
「ロジカル・コミュニケーション®」をベースに、コ
ミュニケーション検定講座を開発。当協会が実施
する検定講座を受講し、検定試験に合格する こと
により、資格認定が受けられます。また、プロ養
成講座を修了することでコミュニケーション講師
として活躍する道も開かれます。
当協会が実施するコミュニケーション検定講座は、
いわゆる「話し方教室」とは一線を画すものです。
主に次のような特長があります。

●コミュニケーション能力を客観的に測定
論理能力についてさまざまな角度から傾向・分析を
実施。「理解」と「実践」の側面から、あなたのコミュ
ニケーション能力を客観的に診断します。

●「最短1日から」短期間での資格取得が可能
2級検定講座は1日間（全7.5時間）、1級講座は2日
間（全15時間）と、いずれも講座受講と検定試験が
半日～1日で完了。忙しいビジネスパーソンでも活
用しやすい資格取得システムです。

●コミュニケーションのプロとして講師の道も
さらなるスキルアップを図り、コミュニケーション
分野でのキャリアステップを検討している方には、
プロのコミュニケーション講師としての道も用意さ
れています。

ロジカル・コミュニケーション検定とは



4

3級

円滑なコミュニケーションを行うことのメリットを、具体的に理解します。

コミュニケーションの悩みを明確化し、それが解決できる課題であることを理解します。

こんな方は入門（3級）講座にチャレンジ！ 入門（3級）講座を修了すると…

レッスン内容 [全2時間（半日）]

入門（3級）講座では、
コミュニケーションが誰でも
習得できるスキルであること、
上達するとさまざまなメリットが
あることを理解します。

人間関係が苦手で損をしている。
一生懸命話すのに理解されない。
自分はスピーチの才能がない。
口下手を克服したい！

■スピーチは難しいという思い込みが払拭されます。
■苦手克服へのモチベーションが生まれます。
■入門（3級）講座修了証を授与いたします。
  ※最終テストで規定点数以上を取ることが条件です。

オリジナル教材

受講料

級講座（入門コース）

1級

プロ
養成

課題発見
検証

情報伝達Ⅰ・情報整理Ⅰ
技法Ⅰ・理論Ⅰ

情報伝達Ⅱ・情報整理Ⅱ
技法Ⅱ・理論Ⅱ

オブザーブ・デモレッスン
マーケット・教授方法3

Step 1. コミュニケーション上達のメリット

Step 2. コミュニケーションのありがちな悩み

Step 3. コミュニケーションの誤解を解く

Step 4. コミュニケーションの悩みを解決する

Step 5. 終了試験

コミュニケーションに対するさまざまな誤解を解いていきます。

話を整理する独自のメソッドを
用い、コミュニケーションの悩
みを解決するテクニックを学び、
練習します。

教材の中のテスト用紙を用いて、各自で行います
3級コースを終了すると、認定証が授与されます。

学科
実技

学科
実技

学科
実技

学科
実技

2級

人間関係が
良好になる

仕事が
効率的に
なる

自己評価が
上がる

特別な才能
がないと
ダメ？

コミュニケ
ーション力は
性格の問題？

話題が豊富
でないと
ダメ？

人前で話すと
緊張する

会話が
途切れがち

人と
打ち解け
にくい

気持ちが
伝わらない

コミュニケーション検定3級取得!!

■講義DVD
コミュニケーションの達人、安田先生自らが教える「誰でも話が上
手くなるコツ」を魅力いっぱい語ります！  ゲストとのライブ感あふ
れるやり取りが満載です。
■オリジナルテキスト（修了テスト付き）
DVDの講義内容のつまった、オリジナルテキストです。これを読ん
でしっかり 「話のコツ」をつかみます

6,480 円 税込



4

こんな方は2級検定講座にチャレンジ！ 実践（2級）講座を修了すると…

レッスン内容 [全7.5時間（1日）]

話や人間関係づくりが得意になりたい！
就活で上手に自己アピールしたい！
「報・連・相」をスムーズに行いたい！
効果的なプレゼンテーションをしたい！

オリジナル教材

受講料

Step 1. コミュニケーション理論 Ⅰ

Step 2. コミュニケーション理論 Ⅰ

Step 3. コミュニケーション技法 Ⅰ

Step 4. コミュニケーション実践 Ⅰ／情報整理

Step 5. コミュニケーション実践 Ⅰ／情報伝達

Step 6. コミュニケーション実践 Ⅰ／情報伝達

Step 7. 修了試験
2級コースで学んだ内容について、筆記と面接に
よりテストを行います。合格ラインに達すると、
修了証が授与されます。

■講義DVD
コミュニケーションの達人、安田先生自らが教える、情報整理のため
の 「アウトライン化技法®」を具体的にご紹介しています。丁寧な解説
を見ながら、しっかり「アウトライン化」をマスターできます。
■オリジナルテキスト
DVDの講義内容のつまった、オリジナルテキストです。ワークシー
トもたくさんあり、演習を通して「アウトライン化技法®」を身につけ
ることができます。
■アウトライン化技法ルールブック
「アウトライン化技法®」をコンパクトにまとめた、オリジナルの アウ
トライン化ルールブックです。こちらを参考にし、演習をしていただ
きます。 コンパクトなサイズになっているので携帯し、いつでも「ア
ウトライン化」ができます。

日常生活や仕事上のコミュニケーションの大切さを理解しま
す。また、2分間スピーチを行い、あなた自身の日頃のコミュニ
ケーションスタイルを振り返ります。

私たち日本人独特のコミュニケーションスタイルが、ハイコン
テクスト文化（*1）に基づいていることを理解し、その背景につ
いても学びます。

私たち日本人の、コミュニケーション上の共通の課題を理解
し、それを解決する「アウトライン化技法®」について学びます。

「アウトライン化技法®」の中心となる「ラベルを出す」ことを、
実際に練習。これにより、情報整理のポイントを習得します。

「アウトライン化技法®」によって整理した情報を、分かりやす
く伝えるためのポイントを学びます。また、演習問題を通して
理解を深めます。

STEP 1で行った2分間スピーチの内容を、これまで学んだ「アウ
トライン化技法®」を取り入れて、再度スピーチします。

2級検定講座では、
コミュニケーションの基礎知識を学び、
実践的スキルを身につけます。

級講座（実践コース）

2級

2
3級

1級

プロ
養成

課題発見
検証

情報伝達Ⅰ・情報整理Ⅰ
技法Ⅰ・理論Ⅰ

情報伝達Ⅱ・情報整理Ⅱ
技法Ⅱ・理論Ⅱ

オブザーブ・デモレッスン
マーケット・教授方法

学科
実技

学科
実技

学科
実技

学科
実技

2級取得!!

※各 STEP の所要時間は 1～ 1.5 時間です。講習会では、途中で適宜休憩が入ります。

■自分の考えや情報をわかりやすく整理することができる
ようになります。
■商談やプレゼンで相手の興味をひきつける話し方がで
きるようになります。
■2級修了証を授与いたします。
  ※修了テストで規定点数以上を取ることが条件です。

51,840 円 税込

*DVD 型以外に eラーニング
コース、セミナーコースもございます。日程など詳しくはHP 
https://www.com-ken.comをご覧ください。




