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概要
本書では、経営者、上級管理職といった「肩書きがある人」や「公人」が身につけておきたい「信頼
される話し方・振る舞い方」の秘

2012年10月10日 . 矢野香 その話し方では軽すぎます（１）視線トレーニング.
2014年12月25日 . 大学院では、心理学の見地から「話をする人の印象形成」を研究し、修士号
取得。 現在は、国立大学の教員としてスピーチ研究を続けながら、政治家、経営者、上級管理
職、ビジネスパーソン、学生などに「信頼を勝ち取るスキル」を伝授。 相手に与える印象の分析・改
善力に定評があり、話し方・表情・動作を総合的に指導。全国から研修・講演依頼があとをたたな
い。 著書に、ベストセラーとなった『その話し方では軽すぎます！――エグゼクティブが鍛えている「人
前で話す技法」』（すばる舎）などがある。

専門としているビジネス書では、『年収２００万円からの貯金生活宣言』がシリーズ７０万部のベスト
セラー。ほかにも、年間ビジネス書ベストセラーのトップ１０入りを果たした『「超」入門 失敗の本
質』、『年収１億円思考』はじめ、ベストセラー多数。『経営の教科書』『投資信託選びでいちばん
知りたいこと』『プロフェッショナル サラリーマン』『フォーカス・リーディング』『バカでも年収１０００万円』
『その話し方では軽すぎます！』『世界一愚かなお金持ち、日本人』『９割受かる勉強法』など、作
品はビジネス書、実用書を中心に次々と.
数々のベストセラー作家を輩出した著者養成講座『10年愛される「ベストセラー作家」養成コース』
をニューヨークでも開講するなどグローバルに活躍されています。 出版の世界では珍しい世界的ムー
ブメントを巻き起こしたご経験、またもともと秋田出身であり地方でのセミナーも不定期に開催してい
るご経験を元に、ちゅうつねセミナー限定の内容をたっぷりお話し頂きます。 ※今回のセミナーは、サ
ロン内限定でユースト配信と一週間限定の動画公開をいたします。 □ ちゅうつねカレッジとは？ 起
業家の経沢香保子とブロガー・.
2012年9月5日 . 【送料無料】その話し方では軽すぎます！ ［ 矢野香 ］ 定価1470円届いて１時間
半ほどえ読了。アマゾンや楽天のレビューでは、上から目線、だとか、根拠がない、だとか、厳しいもの
もあったが、そんなに気にならない。確かに、「０」を「ゼロ」と読んではダメ、０９０を.,本とか文具とかい
ろいろ、欲しいものを備忘メモとして挙げておくブログ.
2013年8月11日 . その話し方では軽すぎます！」 著者」矢野香. エグゼクティブが鍛えている「人前
で話す技法」. 毎週全体朝礼の画像を社内でアップしていますから、時々チェックするんですけど、私
の話し方は本当にへた。 「あのー、あのー」と余計な言葉が入っているし、スピーチを依頼されること
も多いので、「エグゼクティブの話し方 個人レッスン」を紹介してもらっていたところでした。 夏休みの
一冊です。 その話し方では軽すぎます！/すばる舎; ￥1400: Amazon.co.jp. ◇◇就活・起業に有
利な販売・営業の仕事が.
大学院では、心理学の見地から「話をする人の印象形成」を研究し、修士号取得。 現在は、国
立大学の教員としてスピーチ研究を続けながら、政治家、経営者、上級管理職、ビジネスパーソ
ン、学生などに「信頼を勝ち取るスキル」を伝授。 相手に与える印象の分析・改善力に定評があ
り、話し方・表情・動作を総合的に指導。全国から研修・講演依頼があとをたたない。 著書に、ベ
ストセラーとなった『その話し方では軽すぎます！――エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技
法」』（すばる舎）などがある。 【著者オフィシャル.
入社１年目から「きちんと会話」で結果を出す&lt;br&gt;『自分の能力に自信がなくても“きちんと”』
した話し方さえ押さえていれば、周りから評価されます。』au公式の電子書籍ストア「ブックパス」で
す。月額562円(税抜)の読み放題プランに入会すれば雑誌やマンガ、写真集など豊富なジャンルの
本が読み放題でお楽しみいただけます！
2012年4月20日 . 経営者、上級管理職といった「肩書きがある人」や「公人」が身につけておきたい
「信頼される話し方・振る舞い方」の秘訣を網羅しています。 自信、落ち着きある「印象づくり」や、
「言葉づかい・話題選びの秘訣」など、 一通り身につけておきたい技法を紹介しています。 （まえが
きより） 日本の政治家、企業トップの記者会見を見ていて気になることがあります。 人前に出るとい
う覚悟のないまま、 キョトキョトしているように見える人が多いことです。 過剰なゼスチャーや瞬きな
ど、体のどこかを動かすクセが原因.
2014年6月20日 . ただし、サイトの表面をパクっているようでは、意味がありません。 そのサイトの本
質を研究してください。 それから、本を読むことって有益です。 そして、もっと有益なのは、得た知識を
使って実践すること。 生きていく上で・知っていると、得する。 ・知っていると、不安でなくなる。 ことが
たくさんあります。 私の場合は後者が多いかな・・・. 講座で話す前に「これをしないように気をつけた
ら大丈夫なんだな」とわかるだけで、安心できます。 その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛
えている『人前で話す技法.
この本のコンセプトスピーチの内容が素晴らしくても，話し方が自分自身のイメージとギャップがあった
り軽い話し方をしているようでは，聴衆の心をつかむどころか，むしろ悪い印象さえ与えてしまいかね
ない．この本では特に人の上に立つようなポジションの人に. . 立場にふさわしい話し方が重要です！
人前で話す話術紹介！ 2165views Hiroaki. その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えて

いる『人前で話す. この本のコンセプト. スピーチの内容が素晴らしくても，話し方が自分自身のイ
メージとギャップがあったり.
矢野香. その話し方では軽すぎます!矢野香 その話し方では軽すぎます!はじめに軸で.
0 replies 0 retweets 0 likes. Reply. Retweet. Retweeted. Like. Liked. 人気商品bot @ItemBot
18 Sep 2016. More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. 〔4位：本〕 その話し方では軽すぎです!:
大事な人に会う15分前の「話し方レッスン」 (知的生きかた文庫) (知的生きかた文庫 や 34-1) #矢
野香 ¥680.
・３位「その話し方では軽すぎます！」 矢野香（著） ￥1,470（税込） すばる舎 ・４位「ビジネスモデ
ル・ジェネレーション～ビジネスモデル設計書」 アレックス・オスターワルダー 他(著) ￥2,604(税込) 翔
泳社 ・５位「ポケットに名言を」 寺山修司（著） ￥380（税込） 角川書店 -------------------------------------------------------- 【今週の話題本】 ▽半導体ビジネスの最前線で獲得した仕事術 「世
界で勝負する仕事術～最先端ITに挑むエンジニアの激走記」 竹内健（著） \819（税込） 幻冬舎
フラッシュメモリ研究で世界的に知られる.
矢野香 | ローチケHMV | スピーチコンサルタント。国立大学法人長崎大学准教授。ＮＨＫでのキャ
スター歴１７年… | 矢野香の商品、最新情報が満載！CD､DVD､ブルーレイ（BD）､ゲーム､グッズ
などを取り扱う､国内最大級のエンタメ系ECサイトです！ Pontaポイント使えます！ 支払い方法､配
送方法もいろいろ選べ､非常に便利です！矢野香ならローチケHMV！
2012年3月14日 . ビジネス書. (1)その話し方では軽すぎます！ 矢野香著（すばる舎）. (2)一億人
の英文法, 大西泰斗、Ｐ・マクベイ著（ナガセ）. (3)人生がときめく片づけの魔法, 近藤麻理恵著（サ
ンマーク出版）. (4)坂の上の坂, 藤原和博著（ポプラ社）. (5)あんぽん 孫正義伝, 佐野眞一著（小
学館）. (6)サムスン式 仕事の流儀, ムン・ヒョンジン著（サンマーク出版）. (7)選択の科学, Ｓ・アイエ
ンガー著（文芸春秋）. (8)采配, 落合博満著（ダイヤモンド社）. (9)心を整える。 長谷部誠著（幻
冬舎）. (10)禅の言葉, 枡野俊明著（大和書房.
1, 矢野香：『その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」』¸すばる
舎¸2012年03月. 2, 矢野香：【NHK式+心理学】 一分で一生の信頼を勝ち取る法―NHK式7つの
ルール―¸ダイヤモンド社¸2014年07月. 3, 矢野香：『「きちんとしている」と言われる「話し方」の教科
書 』¸プレジデント社¸2015年09月. 4, 矢野香：『その話し方では軽すぎです！大事な人に会う15分
前の「話し方レッスン 』¸三笠書房¸2016年09月. 5, 矢野香：テーマの違いによるプレゼンテーションス
キル訓練効果の相違¸長崎大学.
その話し方では軽すぎます！詳細をご覧いただけます。
【その話し方では軽すぎます！】などの古本、中古本の買取や購入は日本最大級のコミック通販サ
イト ネットオフをご利用ください。ご自宅で本の買取が依頼できる『本&DVD買取コース』や『ポスト
にポン買取』など宅配買取サービスも充実。古本のほかにも中古CD／DVD、中古ゲームなど40万
タイトル／100万点の品揃えで、1600円以上で送料無料！
その話し方では軽すぎます! エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」 矢野香
（9784799101162）の最安値比較・価格比較ページ。送料無料の商品を見つけられます。Tポイン
トがたまるYahoo!ショッピングでお得なお買い物を。
その話し方では軽すぎます!」の書影イメージ. その話し方では軽すぎます! 著者：: 矢野 香 著. 出
版者：: すばる舎. コンテンツタイプ：: 電子書籍（フィックス）. Windows対応; Mac対応; iOS対応;
Android対応. 借りる. 「大人のための議論作法 （PHP新書）」の書影イメージ · 大人のための議論
作法 （PHP新書）. 著者：: 鷲田 小弥太 著. 出版者：: PHP研究所. コンテンツタイプ：: 電子書籍
（フィックス）. Windows対応; Mac対応; iOS対応; Android対応. 借りる. 「心をつかむ話し方 電子
書籍XMDF版」の書影イメージ. 心をつかむ.
2012年7月28日 . その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』 作
者: 矢野香 出版社/メーカー: すばる舎 発売日: 2012/03/07 メディア: 単行本 購入: 3人 クリック:
57回 この商品を含むブログ (14件) を見る 聴覚ノイズを消す ノイズには二種類あります。「聴覚ノイ
ズ」と「視覚ノイズ」です。聴覚ノイズは耳で聞いて気になるもの、視覚ノイズは目で見て気になるも
のです。具体的にに見ていくことにいたしましょう。 スピーチの途中にやたらと、意味のない同じ音を繰

り返す口グセの方がいます。
ファッションプロデュサー・服飾戦略家しぎはらひろこの公式サイト MIST GRAY「すべての装いは、嘘
のないメディアである」. ファッションプロデュサー・服飾戦略家しぎはらひろこの公式サイト MIST
GRAY「すべて メディアスタイリング お客様事例 · トップページ ＞ メディアスタイリング お客様事例.
◇矢野香さんの著書 『その話し方では軽すぎます！〜エグゼクティブが鍛えている 「人前で話す技
法」』(すばる舎). ページトップへ戻る. ファッションプロデュサー・服飾戦略家鴫原弘子について メディ
アスタイリング 選ばれる人たちの.
2016年9月22日 . 使う意識の問題である事はわかります。 国語の授業、教育の問題なのか、ある
いは無駄を省く為に合理的なものをわざと、あるいは無意識に取り入れているうちに自然な変化を
遂げている進化形なのか。 ただし、いずれにせよ、例えばビジネスやオフィシャルの場では、 正しい言
葉遣いや話し方を知っておかなくては、 思わぬ恥をかき、自らの評価を落としてしまいます。 そんなと
きに備えて読んでおきたい一冊として、 『その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている
「人前で話す技法」』 矢野香氏.
その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」/矢野 香（経済・ビジネ
ス） - 話し方を軽くする「３つの要素」とは？ 軽い話しグセを改善する即効策、エグゼクティブの「やっ
てはいけない」言動など、人前で話す立場になったら身.紙の本の購入はhontoで。
知らないと怖い。あなたの「価値」を下げる話しグセとは？会議、スピーチ、クレーム場面など、いつ
何時も忘れてはならない、「正統派スピーチ」の第一人者が教える「信頼を勝ち取る法則」。
2013年5月17日 . 全身のエネルギーが内向きになり、伝えたいメッセージや熱意が相手に届きにくく
なる。緊張している時こそ、体を開いて聴衆に近づくこと! この人に聞きました. 矢野香. スピーチコン
サルタント 矢野香さん. NHKでニュースキャスターを17年務め、主にニュース報道番組を担当。現在
は正統派のスピーチコンサルタントとしてエグゼクティブ、政治家などへの個人コンサルティングを手が
けるほか、全国各地でセミナー・講演を行う。著書に『その話し方では軽すぎます!』『その堅苦しい
話し方は行きすぎです!』（ともに.
1 Feb 2016 - 3 min - Uploaded by ススメ読書【矢野 香】3分で読める「その話し方では軽すぎま
す！エグゼクティブが鍛えている『人前 で話す技 法』」矢 .
【本を耳で聴く】日本最大のオーディオブック配信サービス「FeBe」『半沢直樹』『もしドラ』『7つの習
慣』等の人気作品をはじめ、小説、ビジネス書、自己啓発、名作文学など1万冊以上の「聴ける
本」を配信しております。
2012年11月6日 . 『その話し方では軽すぎます！』を読みました。アナウンサーの方が書かれた「話し
方」の本。最近、たくさんの方たちの前でお話をさせていただく事が増えましたので、手にとりました。
◇総論話し方の重みを出すには、スピーチの内容だけでなく、わるい話しグセを改めること。独自性
よりも、確実性、信頼性の正統派スピーチを身につける。なぜなら、正統派スピーチは誰でも習得
可能。下記、本書の中で面白かった点・取り入れたい点を記載してみました。◇話し方と、自身の
印象の一貫性をかいてはならない。
2015年12月4日 . 大学院で心理学の見地から「話をする人の印象形成」を研究し、修士号を取
得。現在は国立大学の教員として研究を続けながら、他者からの評価を上げるコミュニケーションの
専門家として、政治家、経営者、上級管理職などに「信頼を勝ち取るスキル」を指導している。全
国から研修・講演依頼があとをたたない。著書に、ベストセラー『その話し方では軽すぎます！―エグ
ゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」』（すばる舎）、『「きちんとしている」と言われる「話し方」
の教科書』（プレジデント社刊）などがある.
2013年3月7日 . 東京弁護士会法友全期. 会交通事故実務研究会. ぎょうせい. 681.3 ｺ. 【芸
術・美術・音楽・スポーツ】. 必ず役立つ吹奏楽ハンドブック Q&A編. 丸谷 明夫. ヤマハミュージック
メディア. 764.6 ｶ. NHKこどものうた楽譜集 2011年度版. NHK出版. NHK出版. 767 ｴ 11. 合唱指
導テクニック. 清水 敬一. NHK出版. 767.4 ｼ. 世迷いごと 続. マツコ・デラックス. 双葉社. 770.4 ﾏ 2.
日本野球連盟の公式記録完全マニュアル. 日本野球連盟. ベースボール・マガジン社. 783.7 ﾆ.
【語学・会話】. その話し方では軽すぎます.
まずは講演のプロ、（株）ぺルソンへ無料相談！電話、メールでのご連絡はお気軽に。講師・矢野

香のプロフィールや講演情報をご紹介。講師紹介なら講演依頼.com。講師派遣や講演会に関す
るご相談にも対応。
その話し方では軽すぎます！ 矢野 香. 日本人の知らない日本語 〔１〕. 蛇蔵. 日本人の知らない
日本語 〔２〕. 蛇蔵. 日本人の知らない日本語 〔３〕. 蛇蔵. 日本人のちょっとヘンな英語. デイビッ
ド・セイン. くじけないで. 柴田 トヨ. シルバー川柳. 全国有料老人ホーム協会. 適当川柳. 高田 純
次. 源氏物語を知っていますか. 阿刀田 高. ＳＯＳの猿. 伊坂 幸太郎. こちら弁天通りラッキーロー
ド商店街. 五十嵐 貴久. 三匹のおっさん ふたたび. 有川 浩. ※ここに掲載されている本は、留寿都
村公民館図書室で貸し出していますが、不明な.
2014年4月28日 . その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』 / 矢
野 香. 表情の中で私たちの感情が一番表れるのは、目でも、口でもなく、実は眉間なのです。 相
手の話は眉で聞く。 眉を動かすタイミングは、「！」です。 「あっ！(眉が一瞬上がる)そのことについて
お聞きしたいと思っていました！」 「えっ！(眉が一瞬上がる)そんなことがあったんですか！」 「おっ！
(眉が一瞬上がる)それは面白いお話ですね！」 こうしたセリフを言う場合に、「あっ！」「えっ！」
「おっ！」のタイミングで眉を動かす.
気になってた本が TSUTAYAに 最近本読んでますこの前読んだイノセントデイズ 面白かった切ない
内容でありましたこの本もじっくりと読破していきたいと思います. de instagram.com. Amazon.co.jp：
その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』: 矢野香: 本. 天才た
ちの日課 クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々 | メイソン・カリー, 金原瑞人, 石
田文子 | 本 | Amazon.co.jp. ホリエモンとオタキングが、カネに執着するおまえの生き方を変えてやる.

ProductosLibro.
2012年9月10日 . 受講後はあなたを見る周りの目が変わります！企業のトップにふさわしい信頼感
のある印象と話し方が身につく特別研修をご用意しました。 本講座ではあのベストセラー『その話し
方では軽すぎます！～エグゼクティブが鍛えている｢人前で話す技法｣』(すばる舎)の著者 矢野 香
氏が来阪。著書をテキストとして、自信と落ち着きのある「印象づくり」や、「言葉づかいの秘訣」など
の技法を直接指導します。午後からの1日で、クラス感が漂う振る舞いや信頼感を勝ち取る話し方
を身につけて頂きます。
2013年7月30日 . 【投資育成セミナー】 経営者・経営幹部必聴!! 「経営者のための信頼される話
し方」 ～その話し方では軽すぎます！～
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 経営者
やリーダーの皆様は、大勢の前でプレゼンテーションやスピーチをする機会が多いと思います。話の内
容は、素晴らしく、しかも一言一句間違わずに話されているにもかかわらず、言葉が軽く感じてしまう
方、聞き手を動かすまでいたらない方が、実は多く見受けられます。 「ちょっとした話ぐせや、言葉.
本年度の市立学校園教職員研修会は、８月２０日（水）１３:３０より市民会館大ホールで開催さ
れます。 今年は、元ＮＨＫアナウンサーで現在長崎大学教育学部で非常勤講師をされている、矢
野香さんを講師に招. き、「子どもとのコミュニケーション～言語を大切にし、非言語を使った話し方
～」という演題でお話しいただ. きます。６月に、講師の矢野香さんの著書を購入しました。 「その話
し方では軽すぎます！」 矢野. 香. 著. テレビもＰＣも、タブレットも自家用車も、機械ものが押し並
べて重. 厚長大から軽薄短小へと、軽くて薄い.
主にニュース報道番組を担当し、番組視聴率20%超えを記録した実績を持つ。大学院では心理
学の見地から「話をする人の印象形成」を研究し、修士号取得。現在は、国立大学の教員として
研究を続けながら、政治家・経営者・上級管理職を中心に、要職にある社会人に必要な「信頼を
勝ち取るスキル」を指導。相手に与える印象の分析・改善力に定評があり、話し方・表情・動作を
総合的に指導している。著書にベストセラーとなった『その話し方では軽すぎます!』『その堅苦しい話
し方は行きすぎです!』(ともにすばる舎)がある。
2012年7月4日 . 矢野流「大人の話し方」の条件 話題のベストセラー『その話し方では軽すぎま
す！』（すばる舎：刊）の著者、矢野香氏は、政治家や経営者などエグゼクティブ向けの話し方指
導を手がける一方、現役の報道アナウンサーとして活躍している。なぜ、いまこの本の需要が高まっ
ているのだろうか。また、「大人の話し方」の条件とは。（取材構成：杉山直隆／写真：まるやゆうい

ち） ◇軽い話し方のビジネスマンは信用されない！ 面白おかしく話そうとしない 「『その話し方では
軽すぎます！』というタイトルにドキリと.
2013年12月6日 . その話し方では軽すぎます！：電子書籍ならセブンネットショッピング 。 7net、西
武・そごう、イトーヨーカドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まり
セブン-イレブンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
その話し方では軽すぎます！,矢野香,書籍,ビジネス・経済,ビジネス教養,すばる舎,本書では、経
営者、上級管理職といった「肩書きがある人」や「公人」が身につけておきたい「信頼される話し方・
振る舞い方」の秘訣を完全網羅。自信、落ち着きのある「印象づくり」や、「言葉づかい・話題選び
の秘訣」など、一通り身につけておきたい技法を分かりやすく紹介した一冊です。 会話、スピーチ、ク
レーム場面など、いつ何時も忘れてはならない「信頼を勝ち取る法則」を、「正統派スピーチ」の第
一人者である著者が徹底伝授します！
その話し方では軽すぎます! エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」. 欲しいものリストに入れ
る. 本体価格 1,400円. 税込価格 1,512円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いた
だけます。 本体価格は実際の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトでご確認く
ださい。 ネットWAONポイントは、お取扱いショップサイトでご確認ください。 在庫数、商品詳細、ご
購入、配送方法はお取扱いショップサイトでご確認ください。 商品により、購入可能な最小・最大
個数が設定されている場合が.
2014年2月24日 . その話し方では軽すぎます！エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』.
February 12, 2014. NLP-JAPANラーニング・センターの芝です。 こんにちは！ 先日、NHKで１７年
間キャスターを務めていらっしゃった矢野香さんとランチミーティングをしていました。 現在、矢野さん
は、政治家、医師、弁護士、裁判官、経営者などなど、 エグゼクティブ層に話し方やスピーチを指
導されているプロ中のプロです。 出版された書籍はベストセラーとなっています。 今日は、スピーチに
おいて、 何が安心感をもらたらし、.
80 好印象をあたえる手紙の書き方決まり文句とマナー. 今井 秀和／監修. 東京：日本文芸社.
816. 15. 2. 80 ことばのマナー大人の話し方便利帳. 知的生活研究所／著. 東京：青春出版社.
809. 15. 2. 80 心臓がドキドキせずあがらずに話せる本. 新田 祥子／著. 東京：明日香出版社.
809. 15. 1. 80 スペイン語なるほど講座. 大岩 功／著. 東京：三修社. 860. 15. 2. 80 その英語、ネ
イティブにはこう聞こえます. David A.Thayne／著. 東京：主婦の友社. 837. 15. 2. 80 その話し方で
は軽すぎます! 矢野 香／著. 東京：すばる舎.

Singapore largest bookstore offering books, magazines, music, CD, Manga and much more.
その話し方では軽すぎます！ １０．↑. その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている「人
前で話す技法」. 矢野 香 著. ○すばる舎 ○２２３Ｐ ○ISBN 9784799101162 ○税込１，４７０円. 話
し方を軽くする「３つの要素」とは？ 軽い話しグセを改善する即効策、エグゼクティブの「やってはいけ
ない」 言動など、人前で話す立場になったら身に付けたいメソッドを紹介する。
本・コミック・雑誌ストアではじめてお買いものの方へ 3 0 0 ポイントプレゼント！ ※キャンペーンペー
ジを閲覧のうえ、対象サービスをご確認頂くことが参加の条件になります。キャンペーンページは＞＞
こちら. click to open popover. キャンペーンおよび追加情報. 【人気のジャンル】 コミック・ラノベ・BL |
雑誌 | 写真集 | 文学・評論 | 絵本・児童書 | ビジネス・経済 | 新書・文庫 | 新刊・予約 | 和書
TOP · 【古本ストア】 コミック や大人買いしたいセット本、バックナンバーも豊富な雑誌など古本スト
アのページへ。 【新書・文庫】 新書、.
おすすめビジネス／技術書紹介. 質の高いシステムをお客様に提供してビジネスを展開していく為に
は、 高い要素技術と併せて高いビジネススキルも必要となります。 このページでは、Acroquest社内
で話題となったお勧めの技術書、ビジネス書を紹介します。 あなたも紹介されている本を読んでスキ
ルアップ！ Amazon ※書籍をクリックすると書評がご覧になれます。 必ず結果を出す人の伝える技
術 カテゴリ： ヒューマンスキル, その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す
技法』 カテゴリ：
医療福祉総合ガイドブック 2014年度版』日本医療ソーシャルワーク研究会. ・『新福祉制度要覧
─理解と活用のための必携書』社会資源研究会. ・『Q&A貧困とセーフティネットの基礎知識』平

松茂. ＜調査・研究＞. ・『地域の〈実践〉を変える社会福祉調査入門』笠原千絵. ＜セルフケア
＞. ・『仕事で燃えつきないために―対人援助職のメンタルヘルスケア』水澤都加佐. ＜コミュニケー
ション＞. ・『大人の進路教室。』山田ズーニー. ・『話すチカラをつくる本』山田ズーニー. ・『その話し
方では軽すぎます!
2012年3月8日 . 知らないと怖い。あなたの「価値」を下げる話しグセとは?会議、スピーチ、クレーム
場面など、いつ何時も忘れてはならない、「正統派スピーチ」の第一人者が教える「信頼を勝ち取
る法則」。
2012年3月25日 . 日々の出来事、専門学校時代の経験、そして来年から難しくなる理学療法士
国家試験について書いていく予定です。
信頼を勝ち取る「正統派スピーチ」指導の第一人者。 NHKでのキャスター歴17年。おもにニュース
報道番組を担当し、番組視聴率20％超えを記録した実績を持つ。 大学院では、心理学の見地
から「話をする人の印象形成」を研究し、修士号取得。 現在は、国立大学の教員としてスピーチ
研究を続けながら、政治家、経営者、上級管理職などに「信頼を勝ち取るスキル」を伝授。 相手
に与える印象の分析・改善力に定評があり、話し方・表情・動作を総合的に指導。 著書に、ベス
トセラーとなった『その話し方では軽すぎます！
2013年7月31日 . 相手に与える印象の分析・改善力に定評があり、トレーニングでは、話し方・表
情・動作を総合的に指導している。全国での講演・セミナーの他、個人コンサルティング、スピーチト
レーニング、専門家へのメディアトレーニングまで、幅広く手掛ける。著書にベストセラーとなった『その
話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」』(すばる舎)がある。著者
『その話し方では軽すぎます！ ~エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」』(すばる舎) は、発
売から四か月で五万部の.
その話し方では軽すぎます！ (Japanese Edition) eBook: 矢野 香: Amazon.co.uk: Kindle Store.
2016年9月2日 . その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』の感
想 知らないと気がつかないことはたくさんありますが、話し方もまたそうですね。状況や相手のポジショ
ンによって話し方を変えているつもりでも、ちょっとした言葉遣いで軽く見られてしまう。副題で「エグゼ
クティブが鍛えている人前で話す技法」となっていますが、社会人なら身につけておきたい基本がほと
んどです。語尾の上げ下げ、お辞儀をするタイミングなどについても具体的に説明されています。基
本を守るだけで一目置.
21 Dec 2013 - 6 min短期間で圧倒的な若返りと美しさをえて、生まれ変わります。 ３３日の完全無
料 プログラム【レザレクション .
【矢野 香】その話し方では軽すぎます！ - 「いいね！」524件 - 現役報道アナウンサー。ＮＨＫでの
キャスター歴１６年目。信頼を勝ち取る「正統派スピーチ」指導の第一人者。
2013年6月27日 . 保険サービスシステムの運営する会計事務所・経営者向けセミナー。旬なテーマ
をお客様特別価格で開催！
ハタコンサルタント株式会社 代表取締役 降籏 達生のブログを掲載しております。
2013年5月28日 . まばたきを我慢すると、その瞬間は非常に自信に満ちた感じに見えるんですって。
人は嘘をついている時、まばたきが多くなるっている実験結果があるから、まばたきが多いと信用して
もらえないのかもしれませんね。他にも女性はチークやリップより「上だけマスカラ」の化粧で目ヂカラを
つけると、表情が相手に伝わりやすくなって、何か大事な事を報告するに最適なんだそうです！ 矢
野香さんのベストセラー『その話し方では軽すぎます！』の続編、『その堅苦しい話し方は、行きすぎ
です! 』も発売中です。
その話し方では軽すぎです!―大事な人に会う15分前の「話し方レッスン」(知的生きかた文庫) [文
庫]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご
購入でゴールドポイント取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施
中。 . ここぞという重要なシーンでの話し方は、どんなにすばらしい内容、どんなに興味深い話をして
も、「なんか軽いな」と感じられると、信頼度という点でマイナス点がつきます。 まずは、あなたの価値
を著しく下げる、悪い話しグセを改める.
2012年7月17日 . その話し方では軽すぎます！ 0. 2012.07.17 Tuesday; 話し方 · 21:21 ·

comments(0); -; -; by 本田 史緒里. 自分の印象を変えたいと思う方に必見の本を紹介します。 そ
の話し方では軽すぎます！ です。 自分がどんな印象に見られたいか聞かれて、直ぐに答えられる方
に是非読んでほしい本です。 どの様な行動を執ると相手はどう感じるかが、具体的に書かれていま
す。 今の自分の印象とかけ離れた印象をもたれるには努力が必要ですが、 人前で少し話すぐらい
なら、意識すれば直ぐに印象を変える事.
2014年11月17日 . 決して嘘を話しているわけではないのに「あの人の話は大げさで紛らわしい」「聞
き流しておこう」と思ってしまうようなスピーチに心当たりはありませんか？ そんなプレゼンに . たとえば
上司が部下のミスを顧客に謝罪するとき、事実（ミスが生じた原因）と感情（自分のミスではないの
に残務処理に追われて嫌気がさす）を一緒に話すと、肝心の謝意が伝わらず、逆に不信感を与えて
しまい、事態がより深刻になることがあります。 言語表現は、第三者 . 著書に『その話し方では軽す
ぎます！ ～エグゼクティブが.
その堅苦しい話し方は行きすぎです！ その話し方では軽すぎます！ 「健康」も「美容」も両方手に
入れたい女性にとって頼もしい味方です。 古賀先生は、「健康」も「美容」も両方手に入れたい女
性にとって、頼もしい味方です。東京でのあるセミナーで古賀先生にお会いしたときのこと。少し会話
しただけで「矢野さん、そのままでは腰壊しますよ」とおっしゃいました。 実は、私はそのとき、ぎっくり腰
から治ったばかりでまだ痛みが続いていた状態。その場ですぐに魔法のように痛みをとってくださいまし
た。 私は人前に立つ仕事柄、.
Amazon.com で、その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』 の
役立つカスタマーレビューとレビュー評価をご覧ください。ユーザーの皆様からの正直で公平な製品レ
ビューをお読みください。
学校では教わらない効果的かつロジカルな勉強法をはじめ、生き方や考え方、人との付き合い方に
共感！ 9784799101162.jpg その話し方では軽すぎます！ 著者：矢野香 出版社：すばる舎 価格：
1,400円＋税. ISBN：9784799101162 あなたの「価値」を下げている「話しグセ」を改善しましょう。
経営者、上級管理職といった「肩書きがある人」や「公人」が身につけておきたい「信頼される話し
方・振る舞い方」の秘訣を網羅しています。 自信、落ち着きある「印象づくり」や、「言葉づかい・話
題選びの秘訣」など、一通り身につけ.
日本経営合理化協会主催 事業繁栄のための経営実務セミナー情報をご覧いただけます。 . 今
回は、最終回として今後みなさんがメディアで話す際の武器についてお伝えします。 それはメディア
専用の体内時計をもつことです。 つまり、一秒一秒を身体で感覚として覚える。 そして、話は1分以
内でまとめる、ということです。 メディアにおいて、あなたの信頼は、たった1分で失われ . となった、メ
ディアでの対応方法を伝えていただきます。 □ 主な著書『その話し方では軽すぎます！』 『その堅苦
しい話し方は、行きすぎです! 』.
「あなたは将来人前で話す予定はありますか？」 「話すことで苦労した経験はありませんか？」 「話
すことへの苦手意識を持っていませんか？」 NHKの現役報道アナウンサーの矢野香さん。 矢野香さ
んが報道アナウンサーとして磨き上げた経験をもとに 政治家、エグゼクティブの方向けに【正統派ス
ピーチコンサルティング】をしている事はご存知でしょうか？ 3月には書籍 その話し方では軽すぎま
す！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』を出版。
http://www.amazon.co.jp/dp/4799101161/ アマゾンのビジネス書.
2012年5月22日 . 仕事を熱心にやり、自分の価値を上げているつもりが、無意識に自らの価値を下
げてしまっていたとしたらどうでしょう。 もったいない話です。 その原因は、「話し方」にあります。 今日
取り上げるのは、NHKニュースアナウンサーでスピーチコンサルタントをする方が書いた本、『その話し
方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』 』。 本書から、自分の価値を
下げる話し方について考えてみましょう。
2016年9月19日 . 本日の一冊は、元ＮＨＫキャスターで、要人のスピーチ指導もする矢野香さん
が、ベストセラー『その話し方では軽すぎます！』に、大幅加筆修正した、待望の文庫版。 サブタイ
トルに＜大事な人に会う15分前の「話し方レッスン」＞とあるように、商談や就職活動の面接、お見
合いなどの前に、日本語の直前チェックができるよう、まとめられています。 仕事でも、プライベートで
も、人と会っていて最悪なのは、相手に「興ざめ」させてしまうこと。 本書では、そうならないように、品

格ある話し方、教養ある話し方の.
2013年7月7日 . その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』
http://goo.gl/jMUhA. 内容（「BOOK」データベースより） 知らないと怖い。あなたの「価値」を下げる
話しグセとは? 会議、スピーチ、クレーム場面など、いつ何時も忘れてはならない、 「正統派スピー
チ」の第一人者が教える「信頼を勝ち取る法則」。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 矢野
香現役報道アナウンサー。信頼を勝ち取る「正統派スピーチ」指導の第一人者。 長崎生まれ。
NHKでのキャスター歴16年。主にニュース報道.
矢野 香（やの かおり）は、日本のスピーチコンサルタント、長崎大学地域教育総合支援センター准
教授。元NHKキャスター。長崎、福岡勤務後、東京で活動。現在は国立大学教員としてスピーチ
研究をつづけながら、政治家や経営者にスピーチ指導を行っている。 目次. [非表示]. 1 人物; 2
著書; 3 マスコミ掲載; 4 脚注; 5 外部リンク. 人物[編集]. 1996年大学卒業後、NHK長崎放送
局、福岡放送局でキャスターとして、いずれもおもにニュース・報道番組を担当。 その後、東京勤務
をへて、再び長崎放送局勤務。報道特番や土曜.
その話し方では軽すぎます! エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」』（すばる舎） 『その堅苦
しい話し方は、行きすぎです! ~エグゼクティブが実践している「話す技法」~』 （すばる舎） 『今さら聞
けない敬語の基本』 （impress QuickBooks） 【講演・研修実績】 ＮＨＫ、株式会社博報堂、株
式会社リクルートホールディングス、トヨタ自動車株式会社、富士通株式会社、日本アイ・ビー・エ
ム株式会社、株式会社大塚商会、大和ハウス工業株式会社、武田薬品工業株式会社、日本
新薬株式会社、SMBCコンサルティング株式.
主にニュース報道番組を担当し、 番組視聴率２０％超えを記録した実績を持つ。大学院では心
理学の見地から「話をする人の印象形成」を研究し、修士号取得。 現在は、国立大学の教員ス
ピーチ研究を続けながら、 政治家、経営者、上級管理職、ビジネスパーソン、学生などに 「信頼を
勝ち取るスキル」を伝授。 相手に与える印象の 分析・改善力に定評があり、話し方・表情・動作
を総合的に指導。 全国から研修・講演依頼があとをたたない。 著書にベストセラーとなった『その話
し方では軽すぎます！ 』 (すばる舎)などがある。
2014年8月28日 . 大学院では心理学の見地から「話をする人の印象形成」を研究し、修士号取
得。現在は、国立大学の教員として研究を続けながら、政治家・経営者・上級管理職を中心に、
要職にある社会人に必要な「信頼を勝ち取るスキル」を指導。相手に与える印象の分析・改善力
に定評があり、話し方・表情・動作を総合的に指導している。 著書にベストセラーとなった『その話し
方では軽すぎます! エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」』(すばる舎)、『今さら聞けない敬
語の基本 』(impressQuickBooks)などがある.
たった一言で人を動かす 最高の話し方 その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている
『人前で話す 「きちんとしている」と言われる「話し方」の教科書 ― 入社 【NHK式+心理学】 一分
で一生の信頼を勝ち取る法 その堅苦しい話し方は、行きすぎです! ~エグゼクティブが実践している
その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す 今さら聞けない敬語の基本.
取材・執筆・講演・各種お問い合わせ. 本物のエグゼクティブになるための話す前に信頼を勝ち取
る“正統派. 取材・執筆・講演各種お.
その話し方では軽すぎます！の感想・レビュー一覧です。}
その話し方では軽すぎます！矢野 香（ビジネス/経済）が通販できます。エグゼクティブか鍛えている
「人前で話す技法」この一冊が人生を変えるかもしれません。話すことは技法、技術で数段かわりま
す。
2017年12月3日 . 人物. 1996年大学卒業後、NHK長崎放送局、福岡放送局でキャスターとし
て、いずれもおもにニュース・報道番組を担当。 その後、東京勤務をへて、再び長崎放送局勤務。
報道特番や土曜朝のニュースなどを担当。 2012年3月、自身初の著書『その話し方では軽すぎま
す！ エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」』(すばる舎)を出版。5万部のベストセラーとな
る。 2013年3月末でNHK退職。NHK出演期間は17年。 その後は、長崎大学助教や立教大学
非常勤講師を務めながら、心理学に基づいた.
2012.06.07その話し方では軽すぎる！？ 皆さんはご自分の「話し方」、意識したことはございます

か？ 自分の口癖は？ 声の高さは？ 速さは？ ボキャブラリーは？ 意識したことはございますか？
自分の話し方ってこんな感じだ！！ 急に問われて答えることができますか？ と、硬い感じのお話し
から入りましたが、この「話し方」について書いてみようと思います。 僕が吉本歯科に入ったとき、マ
ネージャーの手によって一つのイメージを吉本歯科医院内で植え付けられてしまいました。 ・ ・・「ちゃ
らい」・・・（怒）. 最近では某お笑い.
Amazonで矢野 香の{ProductTitle}。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただいた電
子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお楽しみいただ
けます。
[本･情報誌]『その話し方では軽すぎます!』矢野香のレンタル・通販・在庫検索。最新刊やあらすじ
（ネタバレ含）評価・感想。おすすめ・ランキング情報も充実。TSUTAYAのサイトで、レンタルも購入
もできます。出版社：すばる舎.
2016年1月4日 . 【私の評価】（87点）. □ 企業の上の役職を目指す人に、 社外や部下からなめられ
ないための 話し方講座です。 能力的には同じなのに、 セルフイメージが低く、 部下になめられる人
がいます。 そうした人の特徴は、 話す内容が軽い。 そして、 緊張からか、手や足を そわそわ動かし
ている。 ・若く見られるということは、 厳しい見方をすれば、 なめられたということです（ｐ39）. □ これを
改善するためには、 どうすればいいのか。 まず、話す内容は、 事実に基づいた建前でなくては なり
ません。
2016年1月25日 . 書評「その話し方では軽すぎます！」 矢野香著. 本のソムリエさんお薦めの1冊で
す。 その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」 矢野香著
（2012.3 すばる舎）. もちろん私はエグゼクティブではありませんが（笑）、仕事上初対面の人と話す
機会も多いので、読んでみることにしました。 著者はNHKの元アナウンサーです。話すことのプロです
から、色々と役に立つことが多いきがしました。 話し方に重みがあるのか、ないのか。この差が信頼で
きるか、できないかという判断に.
京大医学部の最先端授業！ 「合理的思考」の教科書, 中山健夫. 公認会計士試験 非常識合
格法 【新試験対応 最新版】, 石井和人. よそより10万円高くても お客さんが喜んで買う 「町の電
器屋さん」が大切にしていること, 山口 勉. 課長は絶対「いい人」になってはいけない！ 内田和俊.
なるほど！ 「ポーターの競争戦略」がイチからわかる本, 現代ビジネス兵法研究会. 夢をかなえる時
間術。 月沢李歌子. その話し方では軽すぎます！ 矢野 香. 社長ルリの踊る（秘）大監査線！ 秦
美佐子. 話が伝わらなくて困ったときに読む本.
22冊目 その話し方では軽すぎます！ 2014年02月21日. book-22.png 16年間NHKに勤められた
矢野さんですが、 基本的な言葉使いは「NHKことばのハンドブック」から成り立っているとのことです。
へ～そんな本があるんだと知りました。 公共性のあるテレビから話す言葉は、 かたより過ぎた表現は
できません。 文中に「評価する言葉は削除する」と書いてあります。 評価する言葉とは？例えば「良
い」「悪い」 「多い」「少ない」「成功」「失敗」 「わざわざ」「わずか」「やっと」などが示されていました。
私は結構使っていました。
2014年5月3日 . その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』という
本を読んだ。 元アナウンサーの人が書いた、人前で話す人の為の.
本書では、経営者、上級管理職といった「肩書きがある人」や「公人」が身につけておきたい「信頼
される話し方・振る舞い方」の秘訣を完全網羅。自信、落ち着きのある「印象づくり」や、「言葉づか
い・話題選びの秘訣」など、一通り身につけておきたい技法を分かりやすく紹介した一冊です。 会
話、スピーチ、クレーム場面など、いつ何時も忘れてはならない「信頼を勝ち取る法則」を、「正統派
スピーチ」の第一人者である著者が徹底伝授します!【株式会社すばる舎】
書店でもよく目にしますし、このブログの読者の方もすでに読んでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃる
ことでしょう。 そんな中、 拙著も肩を並べさせていただけて、大変光栄です！ 啓文堂書店さんは、
京王線・井の頭線沿線地域を中心に展開する書店さんです。 私も店頭でフェアの様子を拝見い
たしました。 4月のフレッシュマンシーズンにおすすめの書籍ということでノミネートしていただきました。
『その話し方では軽すぎます！』は、 2012年に発売された本です。 2年後の今になってもノミネートし
ていただけるということで、

５年前の本です細かい傷はありますが、概ね美品ですÜ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Ü この商品は「メ
ルカリ カウル」で出品されています。 --- 「その話し方では軽すぎます! エグゼクティブが鍛えている「人
前で話す技法」」 矢野香定価: ￥ 1512 #メルカリカウル #矢野香 #本 #BOOK #ビジネス #経済.
2013年11月12日 . 人前で話すのがどうも苦手な私が これだ！ と思ったセミナータイトル その話し方
では軽すぎます〜エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』〜 講師は元NHKキャスター 矢野
香 なかなか美形の方でした 内容はというと、なかなか日本人は面白おかしく上手に 話せる人は少
ない、そこは望まない方が良い。 いかに事実を誠実に話すかに主眼を置いた方が良い。 声は地声
で低く、できるだけゆっくり、 体はあまり動かず、特に瞬きはしないで。 なるほどNHK出身らしいな と
思わされました。 これから.
2012年7月7日 . その話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」』矢
野香（すばる舎）を読みました。 現役報道アナウンサー矢野香さんの著書です。 さて、結婚式のス
ピーチ、乾杯の挨拶など人前で話さなければならないときがあります。 そのとき緊張のあまりつい余計
な動作を行ってしまいがちです。 たとえば、大げさなゼスチャーや頻繁な瞬き、貧乏ゆすりや舌なめず
りなど人によって様々です。 著者はこれらを「悪い話しグセ」と呼びます。 「これでは、スピーチの内容
が素晴らしくても信頼を.
2012年3月13日 . 原因の中には、依頼者への説明が不適切だったり、不十分だったりするケースも
ありますが、最も気をつけるべきは、依頼者に与える印象ではないでしょうか。 依頼者・相談者は、
弁護士の話す内容だけではなく、話し方、動作等から受ける印象も含めて、弁護士を信頼できる
か判断しています。 ときには、弁護士の瞳孔の動きまで観察している相談者もいます。 弁護士とし
て活動する以上、これらを意識する必要があります。 『その話し方では軽すぎます！』という本を読ん
で、なおさらそう感じました。
Amazonで矢野香のその話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』。
アマゾンならポイント還元本が多数。矢野香作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。
またその話し方では軽すぎます！ エグゼクティブが鍛えている『人前で話す技法』もアマゾン配送商
品なら通常配送無料。
Buy その話し方では軽すぎます！ (Japanese Edition): Read Kindle Store Reviews -

Amazon.com.
今回は、コミュニケーション技術を磨くための書籍を２冊ご紹介します。 １冊めの『その話し方では軽
すぎます！ エグゼクティブが鍛えている「人前で話す技法」』（矢野香著・定価１４７０円／すばる
舎）は、今年３月に出たばかりの本です。ビジネスマン、管理職の方がよく購入され、当店の売上ラ
ンキングにも入っています。 ＮＨＫの報道アナウンサーである矢野氏が自身の経験から、相手から信
頼を得るために必要な話し方 . この記事（ページ）は登録してあるユーザのみご覧いただけます。 登
録されている方はログインしてから.
2012年6月29日 . 女子アナはとくに男性アナがメインのニュースを読む時に表情でニュースの意味づ
けを行うからとても大切なのだそうです。これは、ミュージシャンも同じです！ステージで自分のパフォー
マンスでないときも、その曲への思いや演奏者への気持が表情に現れるし観客もみているのです。無
表情やましてやブスッとしてるのは、絶対マイナスになると思います。 矢野さんの著書『その話し方で
は軽すぎます！』も、「信頼を勝ち取る法則」の具体例満載です。 その話し方では軽すぎます！ エ
グゼクティブが鍛えて.
大学院では心理学の見地から「話をする人の印象形成」を研究し、修士号取得。 現在は、 プロ
のアナウンサー、講演家、政治家、経営者、上級管理職を中心に、要職にある社会人に必要な
「信頼を勝ち取るスキル」を指導。 相手に与える印象の分析・改善力に定評があり、トレーニングで
は、話し方・表情・動作を総合的に指導している。 全国での講演・セミナーの他、個人コンサルティ
ング、スピーチトレーニング、専門家へのメディアトレーニングまで、幅広く手掛ける。 著書にベストセ
ラーとなった『その話し方では軽すぎます！

