
伝わり方が変われば人生が変わります

新しい人生のステージへ あなたを導くパスポート、

それが言の葉OFFICE かのんのパーソナルレッスンです。 
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パーソナルレッスン
パーソナルブランディングのための
ボイス&スピーチ

対面＆オンライン



受講された皆さまの声

　現在ユーチューバーとして活動していま

すが、語尾が不明瞭になったり、専門用語が

聞き取りにくいと、動画編集してる社員か

ら、何度も指摘されていました。そこで、川

邊先生にレッスンをお願いすることにしま

した。

初めて声の出し方のレッスンというのを受

けましたが、知らないことだらけで驚きま

した。姿勢のこと、呼吸のこと、表情、音を立

てるという意識の仕方など、勘違いしてい

たこともたくさんありました。

　先生の指導で自信が持てるようになり、

言葉も明瞭になって、聞き取りやすくなっ

たようです。それに声に表情が出てきて、以

前と同じ話をしても、前より面白かったっ

て言われるようになりました。

Ｔ様 （50代男性、会社経営）

声の出し方を変えただけで

こんなに違うのか！と感心しています

　30年近く講師業をしてきましたが、「話が

長い」「声質がいまひとつ」「滑舌が悪い」と

いうことに、キャリアが長くなるにつれて

徐々に自覚を持つようになりました。そん

な中、プライベートでは母の介護をするよ

うになったのですが、耳の遠い母に向かっ

て大きな声を出すと、どうしても声がきつ

くなってしまいます。公私ともに発声の基

礎を学ぶ必要性を感じて受講しました。

　私は講師として話や実技の内容のことば

かりにずっと気をとられてきましたが、川

邉先生とお話させていただいたことで、話

し方も非常に大事であるということに腹落

ちしたというか、理屈ぬきに納得がいきま

した。

Ｕ様 （50代女性、講師業）

「話し方も非常に大事である」という

ことに納得がいきました！

Ｓ様 （60代女性、会社経営）

動画で思いを言葉に乗せて発信すること

ができ、自信がつきました！

本気で学んだ方だけが得られる、
相手の心を動かす声と話し方をあなたも手にいれませんか ?

話し方・コミュニケーション指導の
プロとして豊富なノウハウ
パーソナルレッスンでも約100名の指導実績

　年間180件の豊富な話し方指導実績に裏付けられた、確か
なノウハウがあり、理論と実践の両面から体系だった指導法
を確立しています。
これまでに経営者、次期経営者、会社役員、医師、弁護士、政治
家、大学教授、講演者、タレント、俳優、YOU TUBER、アーティ
ストなど多彩な職業の方が受講されています。

NHKニュースキャスター、広報戦略
のプロのキャリアがあるから
あなたの思いから言葉を引き出し、効果的な発信に
つなげていきます

　NHKで磨いたアナウンステクニック、言葉のプロとして情
報発信してきた キャリアがあるから、明瞭で説得力のある
声の使い方、話の構成、言葉の選び方など「伝わる声と話し
方」を、トータルで指導することができます。
　また、「正確に伝わる表現」「共感と納得を得るストーリー」
を駆使する広報のプロとしての蓄積から、あなたの思いを掘
り下げ、「その思いを表現するためには、どんな言葉をどんな
声で伝えれば相手の心に響くか」まで踏み込んだサポートを
行います。
　一方的に指導するだけでなく、確実なフィードバックを行
うことで、あなた自身の力として定着させることができま
す。

朗読家として活躍する豊かな声の
表現力があるから
声を効果的に、戦略的に使い、
相手の心に響くテクニックを徹底指導

　言の葉OFFICEかのん代表の川邊暁美は、現役の朗読家で
もあります。声に自在に表情をつけ、あるときは力強く、ある
ときは厳かに…スピーチ、プレゼンテーションを盛り上げる
声の演出力、伝えたい意味と感情を誤解なく伝え、共感が得
られる声の表情、抑揚のつけ方を指導致します。

こんな悩みがある方も
2カ月～半年、
本気で取り組めば
周りの反応が
変わってきます！

⁂ YOU TUBEで動画配信をしているが思うようにアクセス数が上がらない

⁂ 優秀な社員を採用したいが、熱意が伝わっていない気がする

⁂ 銀行など融資先の担当者にいつも言いたいことが言えず、負けてしまう

⁂ 営業トークやプレゼンが苦手でお客様に商品の魅力が伝わらず、信頼が得られない

⁂ 講演・セミナーで思うような反応が得られず、リピートに繋がらない

⁂ 人前で話すのが苦痛で、ビジネス交流会などでも尻込みしてしまう

⁂ 以前に話し方を学びに行ったが、教室内で居たたまれない思いをした

あなたの熱い思いは 相手に伝わっていますか？

ココが違うから結果が出ます！

「夢がある、社会を変えたい、人を動かしたい」
こんな思いを抱いている方にこそ！受けていただきたいレッスンです

パーソナルレッスン
パーソナルブランディングのための
ボイス&スピーチ

対面＆オンライン

言の葉OFFICE  かのん 代表 川邊暁美 プロフィール

神戸女学院大学卒業後、NHK神戸放送局ニュースキャスター、全国初の

県政のスポークスパーソン「兵庫県広報専門員」を経て、2008年、声と言

葉のコミュニケーション力、表現力UPをベースにした人材育成、コンサ

ルティングを行う「言の葉OFFICEかのん」設立。

明瞭で説得力のある声の使い方、わかりやすくアピールする話の構成、

言葉の選び方など、「伝わる声と話し方」をトータルで指導できる講師と

して、講演、セミナーや企業研修、パーソナルレッスンなど、指導実績は

年間約180回に及びます。

〈著書〉 『「声」と「言葉」で心に響くプロの話し方作法』（明日香出版社）

ご希望の方には講演や動画撮影の本番などに
同行し、その場に最適なアドバイスや
フィードバックをさせていただきます。

● 夢があって、その夢を実現することで、社会を変えたいという熱い思いと志を持っている方
● 「伝えたい思いやコンテンツ」があり、それをわかりやすく伝えることで相手の心を動かしたい方
● ご自身の活動ステージや社会的地位を上げたい、もしくは既に上がろうとしている方
● 組織や社会に与える影響力が大きく、人を巻き込み、動かす立場の方
● これから事業を展開していく、事業を拡大していこうとしている方
● 多くの方の共感を得て、認知度を高めたい、活動を広めたい方　

　会社のプロモーション動画を撮影するこ

とになり、川邊先生に撮影当日の立ち会い

レッスンを依頼しました。

　自分では言いたいことがまとまらず不安

を感じていましたが、先生からの問い掛け

によって、仕事への信念や姿勢について、自

分では気がつかない深いところにあった言

葉を引き出していただけ、お蔭で自分の思

いを言葉に乗せて発信することができまし

た。

　レッスン料以上の価値があります！思い

が熱い人、その思いを言語化するのが苦手

な人にぜひとも、おすすめしたいレッスン

です。

・アナウンサー

・神戸女学院大学非常勤講師

・NHK文化センター講師

・内外情勢調査会講師

・産業カウンセラー

・DiSC認定コンサルタント

・関西マインドフルネス協会インストラクター
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