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学生からの信頼を得る３つのポイントと
会話テクニック
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信頼関係を築く重要性
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当たり前のことですが、心を開いていないとき、

学生は本音を話そうとせず、こちらのアドバイスも聞き入れない状態です。

本音を聞けないということは、学生の志向や状況を把握できないということです。

さらに極端にいうと、アドバイスが聞き入れられないということは、

いくら時間をかけて話をしても、ほとんど意味をなさないことになってしまいます。

つまり、フォローをする上で、最も重要なのが、

ベースにある学生との信頼関係なのです。
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信頼は相手をどのように
認知したら生まれるのか

人を信頼する上で何が大事かは人によって違います。

自身の得意分野と、相手の志向性を見極めて接することが重要です。
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１ ． フ ェアな信頼関係 ２ ． 尊敬から生じる信頼関係 ３ ． 承認による信頼関係

（要因）

ー 誠実さが伝わる

ー 共感を抱く

（要因）

ー 真剣さ、本気度が伝わる

ー 尊敬できる

（能力・知識・経験・スタンス）

（要因）

ー 安心できる

ー 身近さを感じる
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フェアな信頼関係構築

フェアな信頼関係を構築するうえでは、

①有言実行する、②自己開示することを意識しましょう。
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－自分の学生時代や、就職活動、現在の志向等を話す。

－見栄を張らず、もちろん嘘は言わず、等身大の自分で。

－約束を守る（時間やメール送付、さらには「資料送る」、
「○○に会わせる」といった口約束まで）。

－迅速に対応する（電話・メールの返信等）。

－ミスがあったら、社会人と接するのと同様に誠実に謝罪する。

有言実行する

自己開示する
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尊敬から生じる
信頼関係構築

尊敬から生じる信頼関係を構築するうえでは、

①気づきを提供する、②熱意を伝えることを意識しましょう。
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－会う、電話する、メールするといった接点量・回数を増やす。

－学生の名前を頻繁に呼ぶ。

－声のトーンを変える、目を見開く、敢えて感情を出す。

－学生の気付いていない本人の課題を言う。

－自分の経験（就活・仕事観）を元にしたアドバイスをする。

－業界や他社、書籍等の情報を伝え、
「この人と会うとメリットになる」と思わせる。

気づきを提供する

本気度・熱意を伝える
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承認による
信頼関係構築

承認による信頼関係を構築するうえでは、

①受け入れ認める、②安心させることを意識しましょう。
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－あえて自社の話をしない。仕事を超えて向き合っていると
感じさせる。

－プライバシーを守る。選考に関係なく、
純粋な自分の興味で聞いており、聞いた情報は自分だけが
保持すると思わせる。

－学生の発言を否定しない。話の腰を折らない。

－簡単にわかったフリをするのではなく、本人にも確認を
取りながら丁寧に擦り合わせる。

受け入れ認める

安心させる
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ヒアリングにおけるスタンス
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ヒアリングをする際の
スタンス
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信頼関係を構築したうえで、ヒアリングでどこまで情報を

聞き出せているのかがフォロー成功のカギを握ります。

POINT1

じっくり聞く
（傾聴のスキル）

POINT2

発言の背景を掴む

ヒアリングをする際のスタンス
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どんな風に聞くべきか？
オンライン化が進む今、些細なコミュニケーションが、

学生への印象を左右する要因となっています。
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仕草

頷く

「頷き」とは、相手の話している音が聴こえているという信号です。頷かないと、相手は聴こえているのかどうか不安になり、
より大きい声で話す等、無用のプレッシャーを与えることになります。
→楽しい話、明るい話：「浅く」 ｢早く ｣頷く
→つらい話、苦しい話：「深く」「遅く」頷く

相槌を打つ

「相槌」を打つことで、相手は反していることが理解されていると安心します。何を話しても「はい」の繰り返しでは、
相手は馬鹿にされていると感じてしまいます。
→単純なあいづち「はい」「へー」「うん」「ええ」
→心こもったあいづち「なるほど」「本当？」「すごいな」「それいいね」

アイコンタクト
「アイコンタクト」をすることで、相手に気持ちが伝わっていると安心します。「アイコンタクト」をしないと、相手は自分の
気持ちが理解されているかどうか、変にとられていないかと不安になります。相手に無用の不安を与えないように。
やさしいまなざしで相手の話を聴くように努めましょう。

繰り返す
「繰り返し」とは、相手の話していることが伝わっているという信号です。 「繰り返し」とは「オウム返し」に
することです。忠実に「オウム返し」にすることで、相手は自分の言っていることを確認します。話の内容そのものや、
感情（「辛かった」→「辛かったんだね」）を繰り返します。

反応

言い換える（要約する）
「『言い換え』は『繰り返し』同様、相手の話していることが伝わっているという信号です。言い換えることで、相手は
話していることが伝わっていると安心します。聴き手も、自分の理解が正しいかどうか確認できます。
→「あなたの言ってることは、整理してみると○○○○ということだね！」

うながす

「うながし」とは、相手の話していることが伝わっているという信号です。 「うながし」をすることで、相手は
話していることが伝わっていると安心し、その先を話そうとします。「うながし」は「あいづち」と組み合わせて
使いましょう。
→「それいいね（あいづち）」「それから？（うながし）」

沈黙を怖がらない
「沈黙」とは、相手が自分の心の深い部分を必死になって探っている行為です。必死になって探っている人に話しかけることは、
邪魔をしていることになります。相手が考えているのにそれに対して余計なことを言って中断してはいけません。相手が
「沈黙」から戻ってくるのを待ちましょう。
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何を聞くべきか？
どんな人物なのか？をいかに聞き出せるかで、

その後、どのようにフォローしていくか戦略を考えることができます。
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過去

意思決定助言者
の有無

－過去、進学など大きな決断をする際、意思決定に影響を与えてきた人（家族親類、学校関係者、友人関係など）
の存在を確認する。

成功体験
失敗体験

－なぜその選択をしたのか。なぜ継続できたのか。

－なぜ頑張れたのか。何がモチベーションなのか。

－過程で苦労したこと、それを乗り越えられた理由、どんな方法・手段をとったのか。

影響を
受けた人

－現在の価値観の鏡写しになる存在。必ず確認。

－逆に、嫌いなタイプの人も聞く。

－理想とする人、その姿も押さえる。

現在

現在の取組み
（友人、所属組織等）

－現在のスキル、志向に直結している。詳細まで聞く。

－本人の日常生活が手に取れるまで、情報収集ができていれば、どこから影響を受ける可能性があるか、事前察知ができる。

－友人や組織にはどんなタイプの人が多いか。どのような関わり方をしているか。

－集団内での役割、周囲への働きかけ方。

恋愛
－MUSTではないが、本人の人と向き合うスタンスや、何を大切にする人なのか等、得られる情報が多い。

－聞く場合、ベースの信頼関係が強固になってから。

未来

就職志向
－働く上で、何を大事にしようと思っているか（選社軸）。

－自分で思う強み、弱み、それが発揮される場面（メタ認知も探れる）。

夢
将来やりたいこと

－なぜその夢を持つようになったのか。理由を探求。

－就職志向とズレがない確認。



©AGEHA inc.
©AGEHA inc.

揚羽人事プロフィール

日頃実践している内容の詳細に関して、

弊社人事がお話しさせていただきます。気軽にご相談下さい。
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管理部人事グループ
新卒採用チーム リーダー

松儀 紫 MATSUGI MURASAKI

神戸大学経営学部卒業。

2016年に新卒で揚羽に入社以来、新卒採用を担当。

ハムスター飼っています。

管理部人事グループ
人事部長

松浦 泰介 MATSUURA TAISUKE

大学は北海道大学経済学部。

株式会社リクルートで営業、人事を経験。

プルデンシャル生命保険では営業、営業所長を経験。

人事コンサルで独立。その後揚羽に入社。

趣味は料理、ガーデニング、読書。
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お問合せ

インタビュー調査やサーベイを活用しながら、

採用競合との差別化ポイントを明確化。

求めるターゲットのインサイトに耳を傾けながら、

採用コンセプトを設定しクリエイティブツールの制作を行っていきます。

単なるツール作りではなく、一貫したコンセプトの元、

採用活動全体のブランド構築を進め、クライアント企業様の採用成功に寄与します。

お悩み等ございましたら、下記よりご気軽にご相談ください。

ご相談窓口はこちら
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https://go.ageha.tv/l/843513/2020-06-02/mg8z9k
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会社概要

会社名 株式会社 揚羽

設 立 2001 年 8 月 7 日

所在地 東京本社

〒104-0032

東京都中央区八丁堀 2-12-7 3F

TEL : 03-6280-3336 FAX : 03-6280-3337

関西支社

〒541-0056

大阪府大阪市中央区久太郎町 1-9-17 9F

TEL : 06-6125-5274 FAX : 06-6125-5275

代表者 代表取締役社長 湊剛宏

事業内容

ブランディング & エグゼキューション

リクルーティング、コーポレートコミュニケーション、

マーケティング領域におけるブランディングから

クリエイティブ等を使用した課題解決の実行。

◇ブランディング CI / VI の設計、構築、IR、CSR 

◇映像 プロモーション映像、動画広告、TVCM

◇Web サイト構築・運用、マーケティング、
SNS、EC

◇グラフィック
会社案内、販促ツール、ポスター
マス広告、交通広告、屋外広告、

◇メディア オウンドメディアの設計、

自社メディア（BiZMiL）の開発 / 運営
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