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令和時代に売れる講師になるための教養を身につける 

〜脱 一発屋講師〜 
マナーは学んだものの、なかなかレベルアップできない、組織でポジションが 

確立できない、リピートに結びつかない・・・このもどかしさを解決します 

 

 

令和 2 年が幕開けしました。 

2020 年は、子年であり、庚子（かのえね）の年です。 

ネズミは十二支でも最初に来ますね。何事もスタートするのに良い年と言われ

ています。 

 

こんにちは。 

一般社団法人ファーストクラスアカデミー代表理事の香山万由理と申します。 

 

令和 2 年の幕開けと共に、いつかやろうと思ってずっとあたためていた講座の

開講を皆様にお伝えすることとなりました。 

 

ファーストクラスアカデミーは、主に B to B（法人対法人）の仕事がメインであ

り、B to C（法人対個人）の本講座は年に２回（春・秋）のマナー講師養成講座

のみでした。 

 

なぜマナー講師養成講座を年に２回しか開催しないのかというと、単に忙しい

からという理由だけではありません。 

 

全５日間の７時間半の講座は、とてもエネルギーのいるものだからです。巷のマ

ナー講師養成講座をやっているスクールでは、受講人数も多く、名前も覚えても

らえず、２way コミュニケーションも少ない状況で、講座が開かれます。 

 

ビジネス的視点でいうと、資格と名のつくものを大量に付与しているので、商売
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上手と言えます。「初心者でも大丈夫！たった２日であなたも稼げる講師に！」

というキャッチコピーのもと受講生をたくさん集めています。 

はい、確かにこれは稼げます・・・スクール側が儲かっているということですよ。 

 

しかしながら香山は、大量生産していく仕組みに疑問を持ち続け、これは本当に

講師として活動していきたい人にとって、良くないのではないかと常々思って

います。 

 

そもそも、マナー講師養成講座を担当している講師自身が非常に経験の浅い講

師である場合が多い。 

全国で年に何回も講座が開催されていることからも、マナー講師養成講座を担

当する講師が何人もいて、一人一人の受講生をしっかりと成長まで導くことが

できる環境ではないことがわかります。 

 

だからこそ、ファーストクラスアカデミーでは全身全霊で、全５日間のマナー講

師養成講座に取り組み、MAX５名という超少人数で開講しています。本当に質

の高いものだけを提供したいという思いから、莫大なエネルギーを消耗するた

め、年に２回のみの開講がやっとである、というのが本音です。 

 

しかしながら、2020 年、令和 2 年は、 

講師の皆様にもっと結果を出して欲しいという本気の願いから、エネルギーを

集中させて、そのへんの講師と圧倒的な差をつけるための講座を開講します。 

 

講座の日程です。場所は東京都内です。 

◆「FCA 認定資格コミュニケーショントレーナー養成講座」 

２０２０年２月２９日（土）・3 月１日（日）２日間講座 

１０：００―１７：３０ 

◆「スピーチトレーニング基礎講座」 

２０２０年３月７日（土）１０：００―１７：３０ 
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この講座に来る予定がない人も、今回のお手紙は読むだけで勉強になる内容で

すので、ぜひ読み進めてみてください。 

 

なかなか収入に結びつかない人の共通点とは・・・ 

私も起業当初は全く稼げず、ひどい有り様でしたので、どこでつまずくか、どん

な仕事の取り組み方をしているか、少なからず理解できます。 

ただ、このひどい状況から抜け出すためにはたくさんのことを学んできました。 

もちろん今でも成長の途中ではありますが、経営者としてビジネスをしている

からこそわかることが多くあります。 

 

お金に苦労している、もしくは、本当は余裕ないけれども、苦労していると思い

たくない人には共通していることが３つあります。 

 

それは、 

 

第一に、「現状維持でいい」と思っていることです。 

いやそんなこと思ってないよ、というかもしれませんが、まず危機感がありませ

ん。危機感を持つことがいいことだと言っているわけではないです。ただ、時代

が猛スピードで変化し続けていることに気づいていない、気づこうとしていな

い傾向があります。 

 

二極化する世の中になると言われてずいぶん経ちますが、二極化していること

をきちんと感じとっていますか？多くの人は、あまりピンときていません。 

なぜなら日本では、稼げなくて餓死した人なんてそうそういないですし、お金を

稼いでいる人から多く税金を取って、それほど稼げていない人が守られるシス

テムがあるためです。 

 

ここで考えてみてください。 

高所得の人たちが税金をしっかり納めてくれているから、そうではない人たち

が守られているのです。そのおかげで餓死することなく、一定の水準を保った生
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活が保障されているのです。 

 

非常にありがたいシステムですが、 

その代わり、今後、稼げていない人は二極化の下の位置に属します。つまり、労

働として使われることになっていきます。 

 

今は外国人採用もかなりの勢いで増えています。優秀な外国人もたくさん入っ

てきているので、自分の意見も言えず、向上する意欲もない日本人は、どんどん

居場所がなくなってきているのが現実です。 

 

でも、その現実に気づいておらず、なんとなくこの先何十年も同じ生活が続くの

ではないかという幻想を抱いています。 

 

ダブルワークを推奨する企業が増えてきています。 

なぜだかわかりますか？ 

うちの会社が出すお給料だけにしがみつかないでくれ、ということなのです。か

つては、社員が家庭を持って、定年するまで面倒を見るのが会社としての責任だ

として終身雇用制度がありました。しかし今は違います。 

うちの会社だけにぶら下がらないで、自分の収入は他でも確保してくれ！とい

うことなのです。 

 

だからこそ、現状維持でいいという考え方は衰退に向かいます。 

 

第二の共通点は、「圧倒的知識不足」です。 

まず、読書量が少ないです。 

常に何かを学んでいる人と、そうでない人はすぐに見分けがつきます。 

 

アウトプットするためには、まずはインプットすることが必要です。 

ビジネス書でも、自己啓発書でも、小説でも、なんでもいいので本を読むことを

習慣化させてみてください。 

 

読書ほどコスパが良くて、人生を豊かにするものはありません。本は一冊 1,500
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円前後です。精魂込めて、人生をかけて書かれた本がたったの 1,500 円で買える

のです。つまり、人の人生を 1,500 円で買えるのです。こんなに安くて、見返り

が多い投資はありません。だから読書に投資をすることが最も効率的です。 

 

なぜ読書によって知識を得ることが必要なのかというと、戦い方を知るためで

す。あなたが今までウン 10 年生きてきて、全ての分野、領域を網羅できました

か？ 

できていませんよね。全てを網羅するのは不可能ですし、それにはもっと長く生

きなければ間に合いませんから。 

 

しかし仕事というのは、その分野を網羅していないので無理です・・・ではダメ

なのです。知らない分野であっても、そこに挑戦して行くことが必要です。 

その時に重要となるのが、戦い方です。 

 

戦い方とは、つまり、相手を知る、ということです。 

相手を知るためには、多くの情報を得ることが必要です。 

相手の背景、相手の考え方、相手の置かれている状況を知らないと、何をやって

いいのかわかりません。 

 

そのために、読書をしておけば、相手のことを完璧に知ることはできなくとも、

想像することや、柔軟に対応する術を知ることができるからです。 

 

そして第三の共通点が、「振り幅が少ない」ことです。 

簡単に言えば、「あそび」が少ないということです。 

 

ひたすら知識だけを学んだり、テクニカルな部分だけを追求していても、感性は

「あそび」でしか身につきません。 

 

以前ある交流会で、恋愛コーチだという男性と名刺交換をしました。その男性

は、名門コーチングスクールで学び、コーチングテクニックをしっかり学んでき

たそうです。 

その男性は私に、「恋愛で悩んでいることはありませんか？私がお悩み解決まで
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導くお手伝いをします」とおっしゃっていました。 

いやいや、あなたに恋愛の手ほどきを受ける気はサラサラありません。恋愛コー

チと名乗っておきながら、男性的魅力がかけらも感じられないあなたに、一体何

をどう導いてもらえるのでしょうか。なんなら私が恋愛について教えましょう

か？そうですね、まず美容院に行って、ボサボサ頭を直してきてください。それ

からモサっと見える服装を頭の先からつま先まで全取っ替えが必要ですね。そ

してボソボソしたしゃべり方を直しましょう。それから・・・ 

 

なんてことは言いませんでしたよ、もちろん笑 

でも、これくらい言いたかったですね。 

 

これが「振り幅が少ない」ということです。彼は「あそび」がないのです。体験

によってでしか得られない領域を作っておかないと、ただのテクニックだけ身

につけた教科書通りの人になってしまいます。 

 

人間的に深みのある人というのは、振り幅が大きいです。 

遊ぶときはとことん遊ぶし、働くときはとことん働く。だから経験も豊富になる

し、その分引き出しも多くなります。 

 

長期的に結果を出したいのであれば、 

「振り幅を大きくしていくこと」が求められます。 

 

 

リピートされる講師になるためには・・・ 

これを読んでいる方は、マナー講師や、教育関連の方が多いのではないでしょう

か。 

もし、FCA のマナー講師養成講座を受講されたことがあるならばすでにお気づ

きかと思いますが、マナーは知識だけあってもダメだということです。 

初心者でもたった２日で稼げる講師になることは、１００％ありません。 

 

なぜなら、マナーの知識を教えるには、その前提となる人としての在り方が重要
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だからです。マナーは綺麗事ではないのです。その知識をどう落とし込んでいく

かは、あなたの経験と人生の振り幅がモノを言うのです。 

 

収入に結びつかない人の３つの共通点をふまえて、 

あなたがマナー講師として売れていきたいと思うならば、社内の教育担当とし

て確実なポジションを得たいならば、マナーだけ勉強していてもダメです。 

 

もちろん最初のステップは、マナーの完全習得です。 

しかし次に要求されるのは、 

 

・伝える力 

・提案力    なのです。 

 

どこの企業に行っても必ず行き着く共通のお悩みは、社員のコミュニケーショ

ン力不足や、モチベーションが低いこと、人間関係に問題がある、ということで

す。皆、結局ここに行き着きます。 

 

そのときに、リピートされる講師かどうか差が出るのが、 

 

・伝える力がある講師か 

・提案できる講師か 

 

という点です。 

 

企業側の課題をあぶり出し、悩みを聞き出し、それに対して提案ができるように

なれば、自ずとリピートされる講師になります。 

しかしただマナーのテキストに沿って教えることしかできない講師は、ビジネ

スマナー研修しか対応できません。売れている講師と、そうでない講師の差はこ

こにあると断言できます。 
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経営者の視点に立ってみよう 

サラリーマン視点のままだと、まあ難しいです。 

仕事は誰かが取ってきてくれるもの、相手が依頼してきてくれるもの、と思って

いると、永遠にそのままです。 

 

企業の予算に余裕がない場合、真っ先に削られるのが人材教育です。ですから、

マナー講師の仕事、教育の仕事がこの先もずっと安定して来ると思っているの

は危険です。 

 

そんな中、お金を払ってでもあなたに社員教育をお願いしたい、と思われるよう

な講師になることが、圧倒的に差別化するためのポイントです。 

 

経営者は、結果が出ることにしかお金を使いたくありません。そこには情などあ

りません。本当に良いものにしかお金を使いたくないですし、売上に結びつかな

いことには興味がないのです。 

しかし、あなたの提案が、売上に結びつくことであると思われたならば、喜んで

お金を出します。それが経営者です。 

だから、経営者目線に立たないと、売れる講師にはなれないのです。 

 

伝える力＆提案力 

 

これを身につけるための講座が、 

コミュニケーショントレーナー養成講座とスピーチトレーニング基礎講座です。 

 

コミュニケーションを教えることができれば、新入社員だけではなく、どんな階

層にも研修できますし、企業が抱えている課題から様々な提案をすることがで

きるようになります。 

 

スピーチトレーニング基礎講座では、あなた自身の伝える力をレベルアップし

ます。いかに短時間でインパクトを与えられるか、相手を変化に導けるかは、あ

なたのスピーチ力にかかっています。 
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上質な研修を提供できるようになるための講座 

講座の内容を少しご紹介します。 

 

・あなたがどんな人生を歩んでいきたいか、まず方向性を決めます（なんとなく

この先も仕事がもらえるだろうというのは幻想です） 

 

・いい人＝いい講師、ではない理由（いい人が世の中で稼いでいるわけではあり

ません） 

 

・コミュニケーションの理論。心理学を活用し、人間の本質に迫ります。（ご自

身のビジネスを売っていくためにも最重要です） 

 

・課題や本音を見つけるためのコーチングを学びます（コーチングできると、か

なりモテます） 

 

・相手の課題から、どんな方法でアプローチすれば良いか提案する力を身につ

けます（これができたらリピートされる確率が格段に高まります） 

 

・なんとなくやってきたコミュニケーションを、しっかりした理論で説明する

ことができるようになります（全てに理論は存在します。抽象的な表現を避け、

具体的に伝えます） 

 

・話し下手の苦手意識を改善します（なぜ苦手意識を持っているのか、解明し、

改善します） 

 

・伝えたいことをあなたの言葉で伝えられるようになります（売れている芸人

はなぜ売れているのか、面白さを考えます） 

 

・仕事を生み出す方法がわかります（仕事はもらうものではなく、創るものであ

るという視点に立ちます） 
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・令和２年を勢いよくスタートできるようになります（最初が何事も肝心です） 

 

いかがでしょうか。このような話を濃密にお伝えしていきます。 

 

今回の講座費です。 

 

◆「認定資格コミュニケーショントレーナー養成講座」２日間講座 

８８，０００円（税別） 

 

◆「スピーチトレーニング基礎講座」1 日講座 

４８，０００円（税別） 

 

 

教養のある講師 

キラキラ起業女子があっという間に廃れていったように、 

２日間で稼げるとの言葉を鵜呑みにしたなんちゃって講師が稼げていないよう

に、うわべや雰囲気で誤魔化している人は、これからの時代生き残っていけませ

ん。 

 

超お金持ちのイケメン男性が養ってくれるかも・・・という脳内お花畑状態では

なく、地に足をつけて、現実をしっかり見据えていくことが一番の近道であり王

道です。 

 

世の中は、ちゃんとしたことを伝えられる人が、ちゃんと収入を得ることができ

るようにできているのです。そのために、教養ある講師になることが必要不可欠

です。 
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最後に 

2020 年（令和 2 年）からの飛躍として、 

今回の講座があなたの糧になっていただけたらとても嬉しいです。 

 

◆「FCA 認定資格コミュニケーショントレーナー養成講座」 

日時：２０２０年２月２９日（土）・３月１日（日）２日間連続講座 

１０：００―１７：３０ 

・講座代：８８，０００円（税別） ・定員：８名 ・会場：東京２３区内 

 

◆「スピーチトレーニング基礎講座」1 日講座 

日時：２０２０年３月 ７日（土）１０：００−１７：３０ 

・講座代：４８，０００円（税別） ・定員：6 名 ・会場：東京２３区内 

 

★募集期間：２０２０年１月１０日（木）〜2 月 10 日（月） 

 

◆「コミュニケーショントレーナー養成講座」 

https://peraichi.com/landing_pages/view/fcaseminar 

 

◆「スピーチトレーンニング基礎講座」 

下記チラシご覧ください 

 

お申し込み：一般社団法人ファーストクラスアカデミー事務局 

https://www.firstclass-academy.jp/contact/ 

 

※お問い合わせ内容の欄に、 

希望講座、その他質問、ご相談等ご記入ください 

 

 

https://peraichi.com/landing_pages/view/fcaseminar
https://www.firstclass-academy.jp/contact/
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デキるビジネスマンはスピーチで制す！！

『 スピーチ
ト レーニング

基礎プログラム』

スピーチ理論を体得し 、
自己流から脱却！

3分で印象に残る
スピーチを伝授！
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