
『リーダーとして話すためのパワーフレーズ3000　ＭＰ３・ＣＤ付き』に以下のような訂正がございました。正しくは以下のようになります。

お客様にご迷惑をおかけしたことを謹んでお詫び申し上げます。該当箇所については、増刷時に修正する予定です。

該当箇所 誤 正

Ｐ31　　14 単純な話がしたいのではなくー ただ単に話がしたいのではなくー

Ｐ40　　21 、何が価値のあることなのか考えてみましょう。 、これは私の意見として受けとめてください。

Ｐ43　　09 これは、奇異な これは、厄介な

Ｐ51　　07 あなたに打ち明けたいことが山ほどあります。 あなたの意見が聞きたいです。

Ｐ56　　06 ちょっと考えてみたのです。 ちょっと考えています。

Ｐ60　　20 二人して割れ目にはまってしまいましたー お互い音信不通のままでしたー

Ｐ70　　30 繰り返すことに、特に縁が深い一日のようです（皮肉） どうやら繰り返すことが、私の一番の味方のようです（皮肉）

Ｐ75    14 When can we make than happen？ When can we make that happen？

Ｐ79    08 ご依頼の仕事が妥当なものかどうか分かりませんが、心底しっ
かりやらないとできません。

今のこの忙しい状況では、そのご指示は妥当ではないと思い
ます。

Ｐ84    10 うーん。少しの間、あなたを信用しなければなりません。 うーん、あなたに秘密を打ち明けなければなりません。

Ｐ95    32 さっさと退社するにしても、感じ方は人それぞれですからね。 あなたを叩き出す、という選択肢もあると思うんですよね。

Ｐ96    09 指示を出すためにこの会議を招集しました。 それでは会議を始めましょう。

Ｐ98    27 決めるのを待っていたら、 皆が落ち着くのを待っていたら、

Ｐ107　01 少し前に言えばよかったのですが、 この仕事に手が着けられればいいのですが、

Ｐ107　03 金曜日であれば、 来週・来月・来年であれば、

Ｐ112　01 愚か者だけが（前にもした間違いに）飛び込んでいくもので
すー

愚か者だけが、躊躇せず飛び込んでいくものですー

Ｐ113　17 time discuss time to discuss

Ｐ114　09 3人（20人、200人）で一緒に立てば、簡単には倒れません。 3本（20本、200本）で編んだ糸は、簡単には切れません。

Ｐ115　18 共通のゴールに向かえることが、仲間の良いところです。 会社のためになることが、私たち共通のゴールであるべきで
す。

Ｐ113　18 クーリングオフの時間をとったほうが 頭を冷やす期間をとったほうが

Ｐ120　05 今以上の最高潮はないな。 今こそ、全力を出すときだ。

Ｐ128　28 ご意見があるならご自由にどうぞ。 退室はご自由に。

Ｐ129　04 二の矢はないぞ。 少しの時間もムダにできないぞ。

Ｐ139　17 皆が文句を言い出したら、ひと息入れて面子を入れ替えましょ
う。

気持ちが落ち着いたら、一息入れて、また新しく始めましょう。

Ｐ149　27 それを大事だと思っていらっしゃることも知っています。 本気であることも了解しています。

Ｐ149　33 ・人を神経質にするのが、 ・人に自信を無くさせるのが、

Ｐ151　11 個人的なことを話す必要はありません。 個人的にとる必要はありません。

Ｐ155　11 ちょっとの間でいいので、私の意見の理由も聞いてもらえます
か？

少しの間、道理に沿って考えてみてください。

Ｐ156　12 others people’s other people’s

Ｐ156　20 私の理由を聞いてもらえないなら、 理屈を聞いていただけないなら、

Ｐ156　22 頑固さで人を助けた人はいません。 頑固さが役立ったためしはありません。

Ｐ164　07 すみません、正確に申し上げたことが、このように批判されると
は思いませんでした。

すみません、正確に申し上げることが、ここでそれほど重要だ
とは思いませんでした。

Ｐ171　01 聞いてください、その後、質問にはすべてお答えします。 しっかりお聞きいただければ、すべてのご質問への答えになっ
ているはずです。

Ｐ178　25 、そのときは本物のユーモアのプレゼントでした。 、そのときはユーモアのセンスのある人からでした。

Ｐ179　24 どのようは批判もいたしません。 決めつけられるのはお断りします。

Ｐ181　07 なぜいつも受け身なのですか？ なぜ身構えるのですか？

Ｐ182　22 今よりもっと守りに入ったら、 自分にもっと自信があれば、

Ｐ183　24 もっと積極的に出ていかないとダメですよ。 しっかりやり過ごさないといけませんよ。

Ｐ189　20 such an scene？ such a scene？

Ｐ191　01 おいおい、口で言うのは簡単だね！［冗談］ おいおい、言葉に気をつけてくれよ［冗談］

Ｐ204　11 それでは自由に新プロジェクトについて討論しましょう。 それでは自由に討論しましょう。

Ｐ207　07 どんなことでも解決策はありますー すべての事項が決議されたと思いますー

Ｐ208　14 あとは議事録を参照いただくこととして、議論は11時30分には
終わりましょう。

11:30終了と、議事録に書けるようにしましょう。

Ｐ217　20 少しでも貢献したいと思うことが必要です。 少しずつ譲歩することが必要です。



Ｐ224　25 互いにとって有益でしょうか？ 互いの議論を深めるでしょうか？

Ｐ225　02 助言できることはたくさんありますー 多くの人の助言が知恵になりますー

Ｐ225　06 私には明快に考えがあるのですが、 今言いながら考えているのですが、

Ｐ227　25 間違いようがないですー あなたは完全に間違っていますー

Ｐ229　18 ご指摘了解いたしておりますが、当面はこれで続けたいと思い
ます。

善意のご指摘かと存じますが、ノーコメントとさせてください。

Ｐ230　04 あなたが気づかずやったことで私は傷ついていますー あなたがそのように考えることすらつらいことですー

Ｐ234　17 お伝えすることもありませんし、言い返す気もありません。 報告することもありませんし、無視するつもりです。

Ｐ242　12 私なりの言い回しをさせてください。 慎重に言葉を選ばせてください。

Ｐ243　16 本当に今、思いついたんですけど、… 結局は…ということですね。

Ｐ244　09 、説得していただけると思います。 、納得していただけると思います。

Ｐ246　08 ずっと一緒にやらせていただきます。 全面的に賛成です。

Ｐ248　10 、この提案は効いてくると思います。 、この提案は効いたと思います。

Ｐ254　09 そうすれば私も譲歩します。 そもそもこちらも譲歩しているんですから。

Ｐ258　10 本質を理解するようにしたいと思っています。 お互い共通の理解ができればよいと思います。

Ｐ260　25 少なくとも、半分まで来ました。 少なくとも、妥協してください。

Ｐ263　05 すべて解決しなければなりません。 真相を解明しなければなりません。

Ｐ265　29 …をしなければならないときから、ずっとこの問題には対処して
きました。

…をしなければならなかったときに、（それに対処せずに）違う
ことをしてきました。

Ｐ267　04 この混乱の中から、私を助け出していただけませんか？ この混乱を整理するのにお力添えいただけますか？

Ｐ272　11 現実は現実ですが、やろうと思えば変えられます。 逃げたいと思ってしまいますが、現実は現実です。

Ｐ274　09 それぞれの意見を議論しましょう。 選択肢を議論することが有効です。

Ｐ274　11 この困難のお陰で、よりお互いを深く知ることができるでしょう。 この困難な問題について、より深く知らなければなりません。

Ｐ281　04 グループ編成を見直した上で、 ひと息入れてから、

Ｐ285　10 今までに問題はなかったですか？ これで問題なしですか？

Ｐ286　19 今ちょうど終えるところなんですが。 もう限界です。

Ｐ288　20 ー私がベストを尽くします。 ー今ベストを尽くしていますから。

Ｐ291　23 多くの人がそうやって駄目になります。 もっと悪い状況の人もたくさんいます。

Ｐ293　05 もう少し練られた問い合わせ内容であれば、より良い答えが出
ると思います。

もう少し掘り下げて精査すれば、より役立つと思います。

Ｐ294　12 問題をレベルを下げてしまいました。 問題を単純化しすぎだと思います。

Ｐ300　06 私にやってほしいのでしょう。 あなただってこうするでしょう。

Ｐ304　13 、とっくに落ち込んでいました。 、どうしてよいやら皆目分かりませんでした。

Ｐ310　01 これほどの賛辞は受けたことがありません。 （照れて）何か別の話題にしませんか？

Ｐ336　04 かわいいこと。 お利口だこと。

Ｐ337　19 あなたが頭の良さでいこうというなら、こちらは人の良さで勝負
しようと思います。［皮肉］

あなたがもう少し賢ければ、こちらも多めに見られると思いま
す。［皮肉］

Ｐ337　21 ー私のヘンテコなフィルターが作動していました［皮肉］ ーくだらないことを遮るフィルターが作動してしまいました。［皮
肉］

Ｐ343　16 この問題への対処は長くも短くもなると思いますが、決して終
わるものではありません。

要点はこうですが、これで終わりというわけではありません。

Ｐ344　01 おっしゃることはよく分かります。 善意なのは分かります。

Ｐ350　23 、この会話は行うべきものではありません。 、この会話はしません。

Ｐ360　03 にわかには信じがたいです。 信じられなくもないですね。

Ｐ363　17 本当に分かりません。 正確にはわかりません。

Ｐ366　12 誰にもこの領分は侵されたくありません。 誰の領分も侵したくありません。


