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テレビのコマーシャルは長くても 30 秒。たった数十秒に企業は多くのお金と時間

を費やしています。限られた時間内に、キャッチフレーズや CM ソングなどをうま

く取り入れ、30 秒を最大限に利用して自社の製品を売り込んでいます。

就職活動では、履歴書やエントリーシートの「限られたスペース」で、自分を表現

しなければなりません。面接の「限られた時間」で自分をアピールしなければなりま

せん。「限られた」なかで、自分を知ってもらうためにできることはなんでしょうか？

第 4章で作成した「自分のPOP」をもとに、今、自分ができること、自分の持っ

ている能力や特技、興味などを整理し、自分を上手にアピールする、相手に自分をもっ

と知りたいと思わせる「自己PR」の方法について考えてみましょう。

第 5章●自分をアピールしよう

37

この章のねらい

●自己PRの書き方を学ぶ。

●30 秒で自己PRができるようになる。

●非言語コミュニケーションについて考える。

第5章 自分をアピールしよう
―自己PR(1)

第 4 章では自分を伝えるための材料を整理しまし

た。ここでは、自分の「できること」を限られた時

間と文字数で表現する練習をし、自分を上手くア

ピールする方法についても学びましょう。
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Warm-Up 05 1 分ってどのくらいの時間？

①目をつぶってください。

②今から 10 数えます。リズムを覚えてください。

③合図があったら心の中でカウントを始めて、1 分たったら目を開けてく

ださい。それでは始めます。

振り返ってみよう

どのくらいオーバーしましたか？

どのくらい足りませんでしたか？

自分の時間感覚と他の人の時間感覚のズレを意識しましょう。

Study●05-1 自分を上手にアピールしよう

自己紹介と自己PRの違いはなんでしょうか。自己紹介は、生年月日、生

い立ち、大学名やクラブ活動といった所属などを含んだもので、自己PRは、

自分の性格や持っている特技・資格、さまざまな経験などを用いて自分を

PRするためのものです。

名前を変えれば他の人も使いまわせる、そんな自己PRではいけません。

あなただけのものにすることが重要です。気がつけば、単なる自己紹介や所

38

今から 30 秒で「あなたを表すキーワード」をできるだけたくさん書いてください。

振り返ってみよう

いくつ書けましたか？

あと 10 分あれば、もっとたくさん書けますか？

Work●05-1 あなたを表すキーワード

自己紹介

自己PR

◉ Keyword◉

振り返らずに後ろを見るのと同じくらい、自分自身を見つめることは困難だ。

（作家 ヘンリー・デイヴィッド・ソロー)
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属しているクラブの紹介、アルバイトの仕事内容の説明になっている、とい

うのがありがちな自己PRです。また、自分に関する情報はすべて伝えなく

てはいけないと欲張り、何が一番伝えたいことなのかがわからなくなって

しまっているものもよくあります。

キャッチフレーズで「おっ！」「何だ？」と思わせて、相手の興味を引くこ

とが大切です。最初の 1行が肝心だといえるでしょう。自己PRの目的は何

か？ 伝えたいことは何か？ をつねに意識して、これだけは伝えたいと思

う重要なポイントに絞ってPRすることが大切です。

第 5章●自分をアピールしよう

39

PRポイントを書きだし、それをサポートする具体的なエピソードを書きましょう。

各PRポイントについて、それぞれ 3つずつ書いてみましょう。

ワークシート•05-1 p. 137

アメリカ留学参加

エピソード 3

＜例＞

1

PRポイント

大学祭実行委員になり

たくて、学生課を訪問

エピソード 1

学食の改善を求めて、

学長に提案を提出

エピソード 2

2

3

思い立ったらすぐに

行動する

Work●05-2 自己PRのネタ集め

幸福な生活をするのに必要なものはほとんどない。それはあなた自身の中、心のもちようにある。

（政治家 マルクス・アウレリウス)

Work 05-2 に挙げたエピソードの中から、もっとも内容が充実していると思うものを 1 つ

選び、3W＋1H＋FEEL で PR文章を整理しましょう。

WHY

どうしてしたのか？

WHAT

何をしたのか？

WHEN

いつしたのか？

ワークシート•05-2 p. 137

FEEL

どのように感じたのか？

HOW

どのようにしたのか？

Work●05-3 自己PRのネタを整理しよう
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たかが一文字、されど一文字。履歴書に記入するときには、誤字・脱字に

注意しましょう。実際に仕事をする場面を考えてみてください。商品の発注

をするときに、1000 と記入するはずが、10000 と記入してしまったら会社に

多大な損害を与えかねません。「たかがゼロ 1つ」が大きな損失になります。

一文字間違えることの怖さを知りましょう。

大切な面接の日に、11 時に来るように言われていたのに、1時に行ってし

まったら取り返しがつきません。1文字違いで、時すでに遅しです。

40

仕事はあきらめてはいけない。最後のひと押しが、成否を決めるのだ。人生は紙一重だ。こちらが根負けし

かかったとき、相手はこちらに根負けしかかっているのだ。 （実業家 市村清)

自己PRを文章にしてみよう！（250 文字以内におさめましょう)

50

100

150

200

250

大学 4 年生になって、就職活動のためにいきなりネタを集めるのでは間に合いません。大学

4年間で意識的にネタづくりをしましょう。

① Work 05-3で書いた自己PRを、隣の人に声に出して読んでもらいましょう。

②読むときは誤字脱字がないかをチェックしながら、大きな声で読んであげてください。

Work●05-4 誤字脱字はありませんか？
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自分をアピールすることができる時間は限られています。時間内にきっ

ちりと話をする練習をしましょう。しかし、まる覚えをしたとわかるような

話し方、マニュアルのような感情のこもっていない話し方では伝わりませ

ん。あなたらしく、自分の言葉で、自然にPRできるようにならなくてはい

けません。暗記をしていても、していないように見せる、聞かせる、自然な

話し方のテクニックを身につけましょう。

日本人は控え目で、自分をアピールするのが苦手だといわれています。控

え目でいることが美徳とされているところもあります。しかし、就職活動で

は、履歴書の限られたスペース、面接での限られた時間にしっかりと自分を

売り込むことが重要です。

本番でうまく自分をPRするには、恥ずかしがらず、積極的にどんどんま

わりの人に聞いてもらい、繰り返し練習をすることが大切です。他の人に聞

いてもらい、どのようにすればもっと上手に伝えることができるのかなど

の意見をもらいながら、修正や改良を重ねていきましょう。

第 5章●自分をアピールしよう

41

戦いでは強い者が勝つ。辛抱の強い者が。 （徳川家康)

①今から、ストップウォッチで 30 秒計ります。各自スタートの合図で自己PRを話してくだ

さい。

② 30 秒以内で話せるように、練習してください。

③最後にもう一度、30 秒計ります。隣の人に聞いてもらいましょう。

Work●05-5 覚えて話そう 30 秒の自己PR

今度はなるべく読まないようにして、もう一度、隣の人に自己PRを聞いてもらいましょう。

Work●05-6 はずかしがらずに聞いてもらおう
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Study●05-2 話をするときの 3つのステップ

話をするときの 3つのステップを覚えておいてください。「おもしろそう」

「ちょっと聞いてみよう」と相手に興味を持ってもらうことが最初のステッ

プです。そして「そうか！」「なるほど！」と自分が伝えたい話を聴き手に伝

え、理解してもらうことが次のステップです。最後に「さすが！」と聴き手

に納得してもらい、さらなる興味を持ってもらうことが重要です。

人前で話をすることはとても緊張しますね。就職活動での面接だけでは

なく、仕事の場面でも、会議やプレゼンテーション、商談など、人前で話を

する機会がたくさんあります。わかりやすく、簡潔に、具体的に、しっかり

と内容を整理して話をすること、人前で話をすることに慣れることで、緊張

や不安を軽減することはできます。話し上手になりましょう。

42

苦しい時でも、とにかく笑っていろ。笑える余裕、ゆとりがないと判断を間違える。（実業家 藤森正路)

① 4人 1組のグループになってください。

②じゃんけんをして順番を決めましょう。勝った人から 1 番

です。

③ 発表者は前に立ち、聴いている人は 1 列になって座りま

す。

④発表者は Work 05-5 で練習をした「30 秒の自己PR」を行

います。

⑤ 発表者は、聴いている人全員に視線を送ることを心がけて

ください。

⑥ 聴いている人は、両手を胸の高さに上げて待っていてくだ

さい。

⑦聴いている人は、発表者が「自分を見た」「目があった」と確認したら手を下げてください。

振り返ってみよう

上がったままで、下げる機会のなかった人はいませんか？

聴いている人が「見られた」と感じたときは、どんなときでしたか？

きちんと全員に、平等に視線を送りましたか？

人前で話をするときの自分のくせについて考えましょう。

Work●05-7 私が見た人、手をさげて！
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Study●05-3 非言語コミュニケーション

コミュニケーションは、読む・聴く・書く・話すといった言語コミュニケー

ションと、身振り・手振り・アイコンタクト・顔つき・表情などの非言語コ

ミュニケーションの 2つに分けられます。

伝えるつもりがなくても、勝手に相手に伝わってしまうことがあること

を覚えておいてください。自己 PRでは、話す内容はもちろん大切ですが、

顔の表情・身振り・手振り・視線などの非言語コミュニケーションも重要で

あることを意識しましょう。

●アイコンタクト

「目は口ほどにものをいう」という諺があるように、言葉以上に強いパワー

を持っているのが「目」です。相手に威圧感を与える「視線」はいけません

ね。真剣さや熱意は目で伝わります。「あなたにこの話を聞いてほしい」と

いうメッセージを伝える適度なアイコンタクトは効果的です。ぼんやり眺

めたり、違う方向を見たり、誰か 1人だけをじっと見つめるのではなく、で

きる限りその場にいる人みんなに平等な目配りを意識してください。お互

いに違和感なく視線を合わせられるよう、自然なアイコンタクトを身につ

けましょう。

●手

ビジュアルハンドとも言われる「手」は、話の内容を強調したいときに使

われます。物の大きさを表したり、握りこぶしで力強さを伝えたり、効果的

に使えます。

●姿勢

話をしている際に、ふらふらしたり、貧乏ゆすりをしたり、無意識で行っ

ていることが不要なインフォメーションを伝え、聴き手の理解を 遮
さえぎ

ってし

第 5章●自分をアピールしよう

43

当たり前を「幸せ」として数えてみよう。幸せは、数えてみると無数にある。 （帝塚山大学 奥村玲香)

ジェスチャー

体の構え姿 勢

体の動き・立ち居振るまい

方向と強弱視 線

動 作

声の大きさ・話す速度・明瞭さ声の調子

身体的接触触れ合い

服装・髪型・化粧・アクセサリーなどの身だしなみ外 見

人との距離や位置関係空 間

身ぶり・手ぶり 言葉を補うための手や体の動き

言語コミュニケーショ

ン

非言語コミュニケー

ション

◉ Keyword◉



第3版第1刷_037-046_PS1105責桐.mcd  Page 8 15/11/27 15:39  v6.10

まうことになります。話をするときの姿勢、立ち方、座り方にも気を配りま

しょう。

Study●05-4 身だしなみのTPO

「僕は外見じゃなくて、中身で勝負する」と言い張って、部屋着のような

姿で大学にくる学生がいます。就職活動のときだけかしこまってスーツを

着ても、着慣れていないことはすぐにバレてしまいます。普段の立ち居振る

舞いはおのずと現れるのです。TPO については

⇨ p. 20
「人は見た目がすべて」「外見で人は見抜け

る」といった表現があることも忘れてはいけません。

初めて会った瞬間のほんの数秒という短い時間で形成されるといわれる

第一印象はとても重要で、人は見た目で判断されることが多いのです。第一

印象は「プラスの印象」と「マイナスの印象」に分けられます。感じがよい、

信頼できる、さわやかなどは「プラスの印象」で、感じが悪い、冷たい、え

らそうなどは「マイナスの印象」になります。

就職活動中の学生から「たった 10 分の面接で私の何がわかるんだ！」と

いう不満を耳にしますが、何十人もの学生を相手に面接をする面接担当者

は、部屋に入った瞬間に相手を見抜く力を持っているのです。頭のてっぺん

（髪型）から足の先（靴）まで、見られているという意識を持ちましょう。

また、学校、仕事、結婚式、山登りなど、それぞれの目的にあった服装を

することも大切です。実際に清潔であるのはもちろんのこと、相手によい印

象を与えられる清潔感のある服装と身だしなみを心がけましょう。きれい

に洗濯をしたシャツやハンカチでも、しわくちゃでは清潔感を感じられま

せんね。

44

人生をより良くするためには、心の状態を前向きの状態にする事が先決です。

（実業家 デール・カーネギー)

第一印象

◉ Keyword◉
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Study●05-5 メラビアンの法則

1970 年代にアメリカの社会学者アルバート・メラビアンは、人の第一印

象を決めるのは外見（Visual）、話し方（Vocal）、話の内容（Verbal）の 3

つの要素であるとし、その判断の割合によって数値化した「メラビアンの法

則（3 Vの法則）」を実験から導き出しました。

この法則によると、3つの第一印象の形成要因の割合は身振り・手振り、

表情、態度などの「視覚情報」が 55％、声の高低や強弱、イントネーション

やスピードなどの「聴覚情報」が 38％、話の内容や構成などの「言語情報」

が 7％となっており、内容を考え、準備をして、言葉を選んで、いくら誠実

にいい話をしても、話の内容や言葉づかい以外の要素で判断をされてしま

うということがわかります。表情・態度、服装などの外見が与える「第一印

象」は、みなさんが思う以上に重要です。

第 5章●自分をアピールしよう

45

交渉で私が一貫して心掛けたのは 「ウソを言わない」「約束は守る」の二点だった。（実業家 永倉三郎)

第一印象の形成要因

自己PRチェックシート

発表前にもう一度確認しておこう。

事前チェック

□ 内容はきちんと整理できていますか？（Work 05-3）

□ 誤字脱字はありませんか？（Work 05-4）

□ 30 秒で話せますか？（Work 05-5）

□ 隣の人と練習をしましたか？（Work 05-6）

事後チェック（Work 05-7）

□ アイコンタクトをしましたか？

□ 声の大きさは十分でしたか？

□ きちんとした姿勢で話せましたか？

メラビアンの法則

◉ Keyword◉
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46

日頃から意識しよう

必要以上に大きな声で話をする必要はありません。しかし、クラスメ

イトや先生から「えっ？」「もう 1回言って！」「聞こえない！」と言わ

れるようではいけません。小さな声や小さな文字は、自信ややる気がな

い印象を与えます。声の小さな人は口をしっかり開き、正面を向いて大

きな声ではっきり話す練習をしましょう。字の小さな人はわかりやす

く、読みやすい字を書くように心がけましょう。

また、指先でペンを回したり、足を組んで座ったりすることは、どん

なに真剣に取り組んでいても、真剣味がないように取られてしまいま

す。立ち方や座り方ひとつで生意気な態度、横柄な性格だと思われてし

まい、マイナスの印象を与えてしまいます。礼儀正しい態度と明るい表

情は大切ですね。

人それぞれ感じ方は異なりますが、うつむいたまま小さな声でぼそ

ぼそと話をするのと、正面を向いて大きな声でハキハキと話をするの

では、まったく印象が異なります。もちろん、面接や大勢の人の前で話

をする時は、不安や緊張でいつものように話すことはできないかもし

れませんが、普段から少し意識をすることで変化します。

クールと無愛想も違います。だるそうな雰囲気、面倒くさそうな態度、

覇気がない表情などがクセになっていませんか？ 顔は変えられないけ

れど、顔つきは変えられます。元気のよさや簡潔な話し方は突然身に付

くものではありません。日々の生活の中で心がけていきましょう。

Think

見られていないはずの場所

でも、こんな態度は禁物。


