
※検定日とその前日の土、日は開設
※検定日と申込締切日は9：00～18：00

お問い合わせ時間
月～金　9:00～17:00
（祝日・年末年始を除く）

公益財団法人 日本漢字能力検定協会

（無料）0120-509-315

お問い合わせ先

論理的文章力

情報伝達の質とスピードを上げる

公益財団法人 日本漢字能力検定協会

「論理的文章力育成コンテンツ」のご案内

T053.20.5

日本語能力育成活動

● 検定・テストの実施　　
　－日本漢字能力検定
　－BJTビジネス日本語能力テスト
　－文章読解・作成能力検定

調査・研究活動

● 漢字文化研究所
   -漢字文化研究
    …漢検漢字文化研究奨励賞
   -日本語・漢字教育研究
    …漢字・日本語教育研究助成制度
● 調査研究への協力および共同研究
   -京都大学×漢検　研究プロジェクト
    …ライフサイクルと漢字神経ネット
　　  ワークの学際研究
    …人工知能（ＡＩ）による漢字・日本
　　  語学習研究

普及啓発・教育支援活動

日本語・漢字を学ぶ楽しさを提供し、豊かな社会の実現に貢献します

公益財団法人 日本漢字能力検定協会について

公益財団法人 日本漢字能力検定協会は、内閣府より認定を受けた公益財団法人です。
日本語・漢字に関する「普及啓発・教育支援活動」「調査・研究活動」「日本語能力育成活動」を3つの柱とし、
社会生活に必要な日本語・漢字の能力の向上と、広く日本語・漢字に対する尊重の念と認識を高める活動に
邁進しています。

● 漢字ミュージアム（漢検 漢字博物館・
図書館）

● 漢字文化啓発イベント（今年の漢字®）
● 漢字・日本語キュレーションサイト
（漢字カフェ）の運営
● 漢字・日本語検索サイト（漢字ペディア）
の運営

● 情報誌『漢検ジャーナル』の発行
● 講演会・講座の開催
● 教材の発行　　　　　　　　 

など など など

漢字ミュージアム漢字学習アプリ
『漢検とニュース』

今年の漢字®

「漢検」、「漢字検定」、「文章読解・作成能力検定」、
各種ロゴは登録商標です。

https://www.kanken.or.jp/bunshouken/



ビジネス環境は急速に変化し続けている 企業課題 ～声の紹介～

今、なぜ「文章力」が求められるのか？
　これからのビジネスでは、「スピーディに情報をやりとりする力」と「複雑な情報を的確に伝える力」が、仕事
の成否を分ける重要なファクターとなります 。特に、ICT・多様性が前提となった現代のビジネス環境においては、
メールやチャットツール等の文章による他者との非対面コミュニケーションが主流になっています。他者と適切
かつスピーディに情報をやりとりする文章力は、業務の効率化や生産性向上に必須のスキルなのです。
　また文章力は、新入社員から管理職、幹部層まで階層を問わず必要とされる能力です。組織全体で、論理的
に思考し文章で表現する力を向上させることが、企業力の強化に繋がるのではないでしょうか。

少子高齢化の進行により生産年齢人口が減少する日本において、
「生産性向上」と「多様な人材との協業」は不可避です。

階層ごとに異なる課題

部門ごとに異なるお悩み

『人事担当者へのWEBアンケート調査』2020年１月当協会調べ　n=550（全国の人事部人材育成担当者）

96.4%

41.8%

20.7%

3.6%

3.8%

はい いいえ 昇格に影響する昇格と昇給、どちらにも影響する
昇給に影響する いずれもあてはまらない

経営会議では、担当事業の異なる各関係者が理解し納得できる報告・提案
が必要。方針・戦略の意図を適切かつスピーディに管理職へ浸透させる。

1 幹部層

自分の若手時代とは異なる環境で、多様な価値観の若手社員を育成し
なければならない。暗黙知の形式知化が求められる。

2 管理層

わかりやすく的確な報告書やメールを書けるようになる。ビジネスに
ふさわしく失礼のない表現が求められる。

3 若手層

出典：文部科学省 科学技術・学術政策研究所「第４回全国イノベーション調査統計報告」
　　  （2016年11月）

生産性向上
　2019年４月より順次施行されている「働き方改革
関連法」で大きな焦点となっているのが「残業時間の
上限規制」です。限られた労働時間で最大の成果を得
るためには、スピードと質が重要になります。また、こ
れまで以上に多様で柔軟な働き方の推進が謳われてお
り、テレワークや時差勤務など働き方の多様化に伴っ
て、文章（＝非対面）でのコミュニケーションの重要性
は今後ますます増大すると考えられます。
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　グローバル競争の中で、顧客ニーズやマーケットの多
様化に対応するためには、多種多様な人材を集め、プロ
ジェクトを推進していく必要があります。人材の流動化
やオープンイノベーションの促進により、異なる業種・環
境の関係者と対話をする機会が増大します。どのような
相手にも理解しやすい説得力のある情報伝達が求めら
れます。

多様な人材との協業02

営業部門 企画部門

管理部門 技術部門

商談や案件の報告書を読んでも、個別に
確認しなければボトルネックがわからず、
上司が支援できない。顧客ニーズが多様
化し、複雑な提案になる。

さまざまなデータから分析した結果や考
察を、社内外の関係者にわかりやすく説
明しなければならない。

全社への通達文が形式的になる。多様な
職級・立場の社員を動かす説得力のある
説明・対応ができない。

専門分野を知らない相手にわかりやすく
説明しなければならない。製品・システム
の質だけでなく、ドキュメントの質も求め
られる。

テレワークの導入企業は年々増加しています。また、テレワークの導入目的は、「定型的業務
の効率化（生産性の向上）」が最も多く、2018年度は56.1%が当てはまると回答しています。
出典：総務省「通信利用動向調査の結果（平成28・29・30年）」を加工して作成

〈企業におけるテレワーク導入状況 （導入しているまたは導入予定）〉

96.4%

ビジネスにおいて
文章力は

「重要である」

文章力は
「昇格や昇給に
影響する」

66.3%

33.6%

16.6% 18.2%

26.3%

〈イノベーション活動実施企業における社外からの知識・技術の取得源〉 

全体 小規模企業 中規模企業 大規模企業

グループ内の他社

グループ外の他社

大学等の高等教育機関

政府、公的研究機関
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「論理的文章力育成コンテンツ」と「文章検」

本語における表現の特性として、「多義性」と「多様性」
が認められます。多義性とは同じ表現が複数の意味に

解釈できること、多様性とは同じ内容を表すのにさまざまな表現
が可能なことを指します。

　これらのために、誤解が生じたり読み手に不愉快な気分を
与えたりして、コミュニケーションが阻害されることが起こります。
しかし、ちょっとした工夫とコツがあれば、それらを回避すること
ができます。そして、論理的な文章表現も、読み手を感動させる
文章表現も可能になるのです。

　その際に大事なことは｢読み手に配慮する｣という意識です。
読み手の立場や理解のありようを考慮して、どのような材料を
どのような順序で述べれば的確に理解してもらえるか、を考える
ことが、文章作成でとても大切なのです。

　このような表現と理解のメカニズムを取り込んだ文章指導シス
テムを踏まえて、開発したのが｢文章検｣です。

「文章検」のコンセプト

論理的な文章読解・作成の訓練は
コミュニケーション力=相互に行動を引き出す力を鍛えるトレーニングになる

文章力は複数の能力が関連した総合的な技能です。
監修者

佐竹秀雄
（公財）日本漢字能力検定協会
現代語研究室長
前 武庫川女子大学 言語文化研究所長
元 国立国語研究所室長

「文章読解・作成能力検定（文章検）」は、年間６回の日程で一斉に実施され、資格認定を行う検
定です。この「文章検」の能力育成メソッドを、社員・職員の人材育成でご活用いただきやすいよう、
時間や場所にとらわれないスタイルでご提供するのが「論理的文章力育成コンテンツ」です。

「論理的文章力育成コンテンツ」で育てる力

基礎力は、文章を読み書きするうえで必要な語彙・文法・表記などの力です。「論理的文章力育成コンテンツ」
では、特に語彙・文法の力を伸ばします。

1 基礎力 日本語の基礎的な知識と運用能力を指します。

文章や資料（図表データを含む）を読み取る力を中心に読解力を伸ばします。文章を作成する前提と
して、他者が発信する情報の内容を正確に読み解き、発信者の意図を見抜く力が必要になります。その
能力を読解力と位置づけています。

2 読解力 文章や資料から得た情報を処理する能力を指します。

作成力は、書く材料をもとに文章を作り上げて構成する文章構成力、それを具体的な表現に展開する
言語表現力、書いた文章を推敲する推敲力から成り立っています。この分野では、通信文や意見文・論説
文などの文章作成にかかわる技能を伸ばします。

3 作成力 文章を作成するための思考力と表現力を指します。

日

相互に行動を引き出す力

日本語の特性

論理的文章を作成するプロセス

【例】提案書を作成する

論理的文章には完成までの「プロセス」があり、プロセスごとに必要な能力は異なります。必要な能力
を個別に鍛えることで、効率的・効果的に文章力を向上させることができます。

問題把握力 情報収集力 問題解決力 論理構成力 語彙・表現力 推敲力

顧客の課題
を理解する

ブレイン
ストーミング

提案内容の
決定

提案の流れ
の決定 作成 内容チェック

コミュニケーションとは、「相手の情報を正確に受け取り行動する」
「相手に情報を的確に伝えて行動を引き出す」ことです。

論理的思考力 文章力

コミュニケーション力

完成

4 5



講師派遣型研修『論理的文章を書くためのメソッドとは』
日々の業務を的確に効率的に進めるためには、関係者が理解し納得できる
論理的なコミュニケーション力・文章力が必要です。本研修では、「文章検」
の主なメソッドを抜粋し、体感ワークや演習問題に取り組んでいただきます。
日本語・文章に対する意識向上と学習への動機づけを目指します。

「論理的文章力育成 コンテンツ」のご紹介

■研修の内容
所要時間 :

受講人数 :
価　　格 :

※社内平均点や社会人平均点を参考にご設定いただけます。

「論理的文章力育成コンテンツ」ご活用モデル

AModel

BModel

CModel

DModel

アセスメント
（実力把握）

テキスト・eラーニング
（個人学習）

アセスメント
（効果測定）

アセスメント
（実力把握） 研修

テキスト・
eラーニング
（個人学習）

アセスメント
（効果測定）

研修
テキスト・eラーニング

（個人学習）
アセスメント
（効果測定）

テキスト・
eラーニング
（個人学習）

アセスメント
（効果測定）

基準点※以下の
社員のみ個人学習

アセスメント
（効果測定）

１. なぜ文章力が求められるのか？
　  業務で必要なコミュニケーション力・文章力の特徴
２. 論理的な文章を書くためのメソッドとは？
　  文章作成の際にこころがけたいポイント・メソッドの体感
３. 実践してみましょう
　  演習問題でメソッドを実践

約３時間
（ご要望に応じて２～４時間程度の範囲で調整可能）

制限はありません
講師１人派遣につき 200,000円（税別）
※別途交通費（実費）が発生します。

章ごとに詳しい解説
を読み、理解したう
えで問題演習を行う
参考書。

「文章検3級」=ベーシック、「文章検2級」=アドバンスに対応しています。

本体 450円（税別）
B5判/2色刷

本体 700円（税別）
B5判/2色刷

本体 1,100円（税別）
B5判/1色刷

文章検 公式テキスト
基礎から段階的にス
テップアップする構
成で、無理なく文章
力を身につけられる
問題集。

基礎から学べる！文章力ステップ
2017・2018年度
実施の全検定問題
を収録。
※vol.1も発売中

文章検 過去問題集vol.2

公益財団法人 日本漢字能力検定協会

級
対応

文章検

対対2基礎から
学べる！
基礎から
学べる！
基礎から
学べる！
基礎から
学べる！

文章力
ステップ
文章力
ステップ

学校も、ビジネスも、　　も！

おも

「伝わる文章」で
想いをカタチに！

「文章検」がサポートします

テキスト

アセスメント

研修

『全社員に必要な論理的文章力』（文章検2級レベル）
テンプレートをなぞるだけでは、たくさん書いても文章力は身に
つきません。本講座では、「文章検」で確立された理論に基づいて、
説得力のある文章を書くトレーニングを行います。

■コースの内容
第１章　文章から情報を的確に読み取る
第２章　特定の相手に向けて適切に書く
第３章　不特定多数の相手に伝えるために
　　　　論理的に書く
総合テスト

受講期間 :
標準所要時間 :

6か月（+閲覧期間６か月）
5.5時間

価　　格 : 7,500円（税別）
＊開発・運営 :（株）ネットラーニング

『論理的文章力トレーニングfor Business』
ビジネスシーンで使える実務的な文章力のアセスメントツー
ルです。社員各自のPCで、任意のタイミングでご実施いただけ
ます。（今後、学習機能も搭載予定です。）

基礎的な内容から、レポート・報告書・お礼状など
実践的な内容まで、レベルに合わせて出題

・ベーシック（基礎的な論理的文章力）
・アドバンス（高度な論理的文章力）

■出題内容 ■レベル ▲ログイン画面

ベーシック
がおすすめ

一時保存が可能

アドバンス
がおすすめ

（文章検3級レベル） （文章検2級レベル）

価　　格 :
申込人数 :
申込期限 :

5,000円（税込／各講座1回あたり）
1名～
実施日の３営業日前

所要時間 :
申込方法 :
結果通知 :

ベーシック60分、アドバンス90分
企業申込専用ページ（https://www.rontore.kanken.or.jp）
約２週間後に専用ページで公開（PDF出力可能）

■レベルの目安

大問ごとに解答する形式です。問題によって制限時間は異なります（最短５分～最長
35分）が、一時保存が可能ですので、業務の合間に少しずつ進めることができます。

POINT

●説得力のあるまとまった文書を作成したい。
●引継ぎ・改善案などの業務書類を作成するが、発生し
た事象と報告者の考察や感想が混在してわかりにくい。
●情報を誤解なく簡潔に伝えたい。

●社内外に対する論理的な決裁書・提案書作成が求められる。
●コミュニケーションの質と効率を高めたい。
●部下の指導力を高めたい。
●複数の情報をとりまとめて報告する際、冗長でポイント
がわかりにくくなりがち。

SV・エンジニア・接客スタッフ・
技能工・事務一般職など

営業部門・管理部門・管理職・支店長など

eラーニング

オンラインセミナー実施ご希望の場合は別途ご相談ください。
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アセスメント（アドバ ンスレベル）の出題例

次は、アンケート調査の回答結果のデータ入力・集計・分析を請け負う、データ入力
会社の社員が作成したレポートの構成表です。これを読んで、右の問い（問1・問２）
に答えなさい。

【レポートの構成表】

　最近データ入カミスヘのクレームが増えている。これに対処するには、現
状を把握する必要がある。そのために今回は入力時間帯別のミス発生状況
を明らかにする。

標題：データ入カミスの実態について

1　 （　　①　　）

2　 調査概要

3　 （　　③　　）

3）調査方法：入力した時間帯ごとに、ミスを種類別に分類し、整理する。

時間帯（時）

入力件数
ミス件数
ミス発生率
ミス内訳 数字
 漢字変換
 英字
 カナ文字

（ 　　② 　 内容の数：2個 ※解答欄の記号を2つ選択すること 　）

4　 考察と提案

（ 　　④　 内容の数：2個 ※解答欄の記号を2つ選択すること 　）

以上

887,054

37

0.004％

22

8

4

3

1,033,301

359

0.035％

136

72

101

50

10～12 13～15

1,137,333

278

0.024％

114

67

72

25

15～17

152,707

11

0.007％

5

3

2

1

17～19

3,210,395

685

0.021％

277

150

179

79

合計

　あなたは、万年筆工房の営業を担当しています。あなたの会社ではこの春、新製品の万年筆
「流星」の予約販売を始めました。この万年筆は流麗な漆塗りのデザインが売り物で、それを製
作するためには複雑な工程が必要です。そのため販売価格はかなり高いものとなり、当初の販売
予想数は100本だったのですが、今週までに予想数の3倍の注文がありました。営業担当としては
うれしい誤算ですが、1日あたりの生産可能本数に限りがあり、生産が間に合わないことが確実に
なりました。商品のお届け時期は当初6月初旬でしたが、2か月ほど遅れ、7月末になりそうです。
そこで、おわびの手紙を会社名で出し、商品のお届け時期、遅延の原因、社員が鋭意努力してい
ることを伝えることになりました。

［要約文］

図1 　OJTの成果 図2 　OJTの問題点
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　企業にとって、新入社員の育成は重要な課題である。そのための方法として、近年はOJTが主流となっている。
OJTとは「on-the-job training」の略で、実際の業務を通じて先輩や上司が新入社員を指導し、仕事に必要な知
識や技能を教える方法のことだ。
　そこで、OJT実施の実態を調べるため、新入社員に対し半年以上のOJTを行っている複数の企業を対象にアン
ケート調査を行った。図1は、OJTの成果があがっているかどうかを人材育成担当者に尋ねたものである。「十分
に成果があがっている」という全面肯定、「どちらかといえば成果があがっている」という部分肯定を合わせれば
全体の71.4%になり、肯定的な回答が大半を占めていることがわかる。しかし、「十分あがっている」という回答
は14.6%にとどまっていることに留意したい。「どちらかといえばあがっている」という回答は、「何らかの面で不
都合はあるが」という含みをもつ。つまリ、全面肯定以外の85.4%は、程度の差があるにせよ、OJTに何らかの問
題点を感じているということだ。
　このOJTの問題点について、実際にOJTを担当している社員に複数回答で答えてもらった。その上位5項目を
図2に示している。1位は「時間不足」という回答で75.3%、2位には62.7%の「制度の未整備」という回答が続い
ている。この2つはいずれも企業の体制が主因だと考えられる。たとえば、OJT担当者の業務量の調整や、OJTに
関連するガイドラインの作成など、OJTを支える体制が企業内に確立していないということだろう。―方、「教え
方がわからない」「何を教えていいかわからない」という回答はOJT担当者の能力にかかわり、教育方法に関する
「スキル不足」や教育内容についての「理解不足」を示すものである。それぞれ59.3%、51.9%となっており、い
ずれも50%を超えた回答があることから、担当者の2人に1人は、OJTを適切に行う能力に不安があるとわかる。
　以上から、OJTを効果的に活用して新入社員育成の成果をあげるためには、まず企業の体制を整備しなければ
ならない。次にOJT担当者への支援や教育を行い、「何をどのように教えるか」を指導する必要があると考えられ
るのである。

　企業にとって重要課題である新入社員育成は、近年OJTが主流となっている。
　そこで、OJT実施の実態について、複数の企業を対象にアンケート調査を行った。OJTの成
果があがっているかどうかを人材育成担当者に尋ねた結果、「十分あがっている」「どちらかとい
えばあがっている」という肯定的な回答が全体の約71%だが、全面肯定は約　①　にとどまって
おり、これ以外の約　②　はOJTに問題点を感じていることがうかがえる。

　以上から、OJTを効果的に活用して新入社員育成の成果をあげるために、企業の体制整備
とOJT担当者への支援や教育が必要だと考えられる。

条件1　論説文は次に示す順序で4つの段落に分けて書くこと。
　第1段落 「お祝いやプレゼントの品として、正規の値段より安価になっている品を
　　　　　贈ることの是非」について、出来事やあなたの体験、知識を述べる。
　第2段落 意見を述べる。
　第3段落 意見が正しいことを説明する。
　第4段落 第2段落の意見とは異なる意見をとりあげて、その意見が正しくない
　　　　　ことを説明する。
条件2　必ず600文字以上、750文字以下で書きなさい。句読点も1字として数えます。

注意　文字数不足または文字数超過の場合は採点の対象となりません。

第1問 レポートの構成
解答数 0/4問 残り 10:00

問1 未解答

構成表中の1～4は、レポートを構成する要素です。空欄①・③に入る見出し
として最も適切なものを、A～Eのうちから1つずつ選びなさい。ただし、A～
Eの項目は1度しか使えません。（完全解答）

A  調査目的 　　　　　B  調査のきっかけ 　　　　C  結果予測
D  入力データ　　 　　E  調査結果

問2 未解答

構成表中の空欄②・④で述べる内容として適切なものを、ア～工のうちから
2つずつ選びなさい。

１　空欄②

◯ ア　1）調査期間：20xx年10月1日～10月31日
◯ イ　1）調査期間：1か月間
◯ ウ　2）調査対象：アンケート調査の回答の項目データ全入力分（3,210,395件） 
◯ エ　2）調査対象：1か月間に入力した全データで、およそ300万件とする。

2　空欄④

◯ ア　13時～15時のミス発生率が高い。報告者の経験から数字の入力には間違いが多い
ことはうなずける。

◯ イ　13時～15時のミス発生率が高く、昼休み直後の注意力低下が推測される。適切な
声かけなどの工夫が必要であろう。

◯ ウ　数字入力のミスが最も多いのは、現データ中に数字の占める割合が高いことに加え、
数字単体では意味を持たずミスに気付きにくいためである。ベリファイ（検査）
入力後のフローを見直すことを提案する。

◯ 工　大量のデータ入力を行った場合、ミスをゼロにすることは不可能であるが、ミス発生
の傾向を調べることは興味深いアプローチである。ミス発生の削減のために、精
度の高い確認作業を促すことを提案する。

１　空欄①

◯ A  　　　◯ B  　　　◯ C 　　 　◯ D  　　　◯ E

2　空欄③

◯ A  　　　◯ B  　　　◯ C 　　 　◯ D  　　　◯ E

次の、状況を述べた文章を読んで、下の問いに答えなさい。

第3問 通信文
解答数 0/1問 残り 20:00

問1 未解答

問　上の状況をふまえて、予約を受けた顧客にあてて、お届けが遅れるおわびの
　　手紙を書きます。
　　下の手紙の空白部分を補って完成させなさい。ただし、次の条件を守ること。

条件1　結語も忘れずに書くこと。
条件2　手紙の日付、宛名、差出人名は省略すること。
条件3　解答は、必ず200文字以上、350文字以下で書きなさい。句読点も1字として

数えます。

注意　文字数不足または文字数超過の場合は採点の対象となりません。

前略
　この度は、弊社の新商品「流星」をご予約いただき、誠にありが
とうございます。
　実は、商品のお届け時期に関しまして、取り急ぎおわび申し上げ
ねばならない事態となりました。

　入学祝いや結婚祝い・出産祝い、また、誕生日やクリスマスなど、友人・知人に贈り物をする機会が
ある。贈る側が適当な品を選ぶ場合もあるし、気の置けない間柄なら、あらかじめ相手の好みや希望
の品を尋ねた上で、それに合わせた品を贈る場合もある。
　ところで、まったく同じ物でも、それを扱っている店によって、あるいは、販売時期によって値段が
違うことがある。たとえば百貨店の食器売り場で5,000円の値札が付けられている皿は、ディスカウ
ントショップでは4,000円で売られていることがあるし、同じ百貨店でもバーゲンセールの時期にな
れば10パ一セント引きで買えることがある。
　自分用の買い物であれば、同じ物なら、より安い店・時期を選ぶことがあるだろう。では、他人への
お祝いやプレゼントとして贈り物をする場合、正規の値段より安価になった品はどうだろうか。贈る
側の立場で考えると、悩ましいところではないだろうか。

「お祝いやプレゼントの品として、正規の値段より安価になっている品を贈ることの是
非」について、次の文章を読んで、論説文を書きなさい。下の条件を守ること。

第4問 4段落からなる論説文作成
解答数 0/1問 残り 35:00

問1 未解答

レポートの目的に照らして、適切
に項目と内容を構成します。
「情報を構造的に整理できるか」
を測ります。
明確な報告書作成に役立ちます。

次は、OJTに関して書かれた文章です。これを読んでこの文章を要約します。
後に示した要約文を完成させるために、右の問い（問1・問2）に答えなさい。

第2問 文章読解、要約
解答数 0/2問 残り 25:00

問1 未解答

空欄①・②にあてはまる数値の組み合わせとして正しいものを、ア～工のうちか
ら1つ選びなさい。

◯ ア ①15%   ②57%　　　　　◯ イ ①15%   ②85%　
◯ ウ ①56.8% ②85.4%　　　   ◯ エ ①14.6% ②71.4% 

問2 未解答

空欄の部分にあてはまる文章を補いなさい。
　解答は、必ず80文字以上、180文字以下で書きなさい。句読点も1字として
数えます。

注意　文字数不足または文字数超過の場合は採点の対象となりません。

不特定多数の読み手に対して説
得力のある文書を作成します。
「与えられたテーマと条件下で適切
な論理展開ができるか」を測ります。
説得力のあるプレゼンテーション
の構成、企画書作りに役立ちます。

0/10000文字 0/10000文字

特定の状況下で、特定の読み手に
向けた文書（手紙）を作成します。
「読み手が納得できる表現・構成
になっているか」を測ります。
伝わるメールの作成に役立ちます。

※画像は開発中のイメージです。

文章とデータを読み取り、要旨を
短くまとめます。
「定量・定性の情報を読んで、重
要なポイントを逃さず、要約でき
るか」を測ります。
簡潔な議事録作成に役立ちます。

0/10000文字
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アセスメントの結果資料の見方 活用例

X社　　

「論理的文章力育成コンテンツ」は、
業種・階層を問わず様々な企業で採用されています。

【事業内容】投資運用　【従業員数】約１００名

■課　　題　　
　
■活用方法
　

■効　　果　　　

若手社員に、メールのみでのコミュニケーションでも「万人が理解できる文
章」を書けるスキルを身につけさせたい。

● 分かりやすい文章を意識して書けるようになったことで、メール送受信後の
やりとりを削減できた。

● 文章の書き方を学ぶだけでなく、相手に配慮した表現方法を学んだことで、
社内外のコミュニケーションがスムーズになった。

BModel
アセスメント
（実力把握） 研修

テキスト・
eラーニング
（個人学習）

アセスメント
（効果測定）

予告せずに実施し
実力を把握する

新入社員に昇格要件
として周知し、
テキストを配布

個人学習の
モチベーションを

高める

各自のすきま時間で
学習を進める

学習の成果を
可視化

Y社　　【事業内容】生命保険　【従業員数】約2,000名

■課　　題　　

■活用方法
　

■効　　果　　　● 相手を納得させる文章が書けるようになることで、相手と認識のずれが
生じなくなり、円滑に業務を進められるようになった。

● 対象者以外の社員の自己研鑽にも好影響が出ている。

経営判断資料の原案作成を担当する主任に昇格する前に、立場の異なる相手に
誤解なく伝わり納得してもらえる文章力を身につけさせたい。

全日本空輸株式会社、株式会社ニュー・オータニ、エステー株式会社、株式会社JVCケンウッド・エンジニアリング、
大和ハウス工業株式会社、株式会社富士通ビー・エス・シー、日本瓦斯株式会社、東洋建設株式会社 ほか

主任昇格までに基準点到達

※社内平均点や社会人平均点を参考にご設定いただけます。

※画像は開発中のイメージです。

DModel
テキスト・
eラーニング
（個人学習）

アセスメント
（効果測定）

基準点※以下の
社員のみ個人学習

アセスメント
（効果測定）

解答者用

団体ご担当者用

「論理的文章力育成コンテンツ」導入企業例

対 象 : 非マネジメント層の社員

対 象 : 主任候補者

ベーシックレベル アドバンスレベル

アドバンスレベル アドバンスレベル

各設問の得点率が
ひと目で分かります。

レーダーチャートで、
　・解答者の得点率
　・会社内の得点率（社内平均）
　・社会人の得点率（一般平均）
をお知らせします。

文章作成問題では、本人の解答内容とともに、
フィードバックコメントをお返しします。

不適切な箇所は、本人の解答に
下線を引いて明示します。

受講者全員の
結果を一覧で
確認できます。

設問ごとに社内平均を
お知らせします。

10 11


