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開始の挨拶と紹介 
Welcome and Introductions 



ゲストスピーカー：阿南さん 
Guest Speaker: Ms Anami 



Over Cancer Togetherキャンペーンと 
サバイバー・フォーラムの概要 
About Over Cancer Together Campaign and Survivor forum 



 

「語り」の持つ力 
The Power of Storytelling 



VOC ビデオ（物語） 
Voice of Cancer （story） 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w0WZHnYCTvk 
 

（日本語字幕つき） 



デイビッドさんの「語り」 
David’s Story 



必要と思っていても、必要に駆られるまで
行動を起こせないことはよくあります 
Often, people know what they need to do, but will not take action until they 
feel compelled to do so.  

 
 
 

 

それを動かすのが「語り」の力です 
That’s what a story can do.  



質問 
Questions?  



 
休憩 

Break 



 

「語り」のワークショップ： 
サバイバーとしての体験を共有する 
STORYTELLING WORKSHOP: Sharing Your Story as a Survivor 



聴衆とつながる：聴衆がつながりを見いだせる体験や言葉を使う 
Be Relatable – Use experiences and vocabulary that your audience can relate to. 

自分の言葉で：「私」で語ることで、聴衆も自分の体験のように感じる 
Personal Voice – Share your story in the first person, so that your audience can better identify 
with your experiences.  

感情を込める：経験した感情の共有から、聴衆と深いつながりが生まれる 
Emotional Content – Share the emotions you experienced to create a meaningful connection 
between you and the audience.  

情景を描き出す：聴衆の脳裏に浮かぶように詳細を描写する 
Create a Scene – Provide details that allow the audience to see what you are describing in 
their own mind. 

焦点を絞る：「語り」のテーマを支える具体的な内容と体験を選ぶ 
Keep it Focused – Choose details and experiences that support your story’s theme. 

解決策を明らかに：見込みある解決策を示し、聴衆がとれる行動を強調する 
Identify Solutions – Offer potential solutions, and highlight actions your audience can take. 

「語り」のヒント 
Storytelling Tips 



背景Background 
序章 
Beginning 

  

何が 
起こったか 
What happened 

本論 
Middle 

解決策 
Solutions 

結論 
End 



OCTが日本に与える影響 
How Over Cancer Together will Impact Japan 



1. 自分のカテゴリーを考える 
Choose your category from issues. 

2. 自分の物語を見直す 
Review your story. 

3. 配付資料の情報に注意し、時間を使い自分
の原稿を書き直す 
Spend time rewriting your story, focusing on the information 
you’ve just received. 

アクティビティ 1 
Activity 1 



1. パートナーを決める 
Choose a partner. 

2. 語り手：自分の物語をパートナーに語る 
Storyteller: Shares their story with their partner. 

3. 聞き手：パートナーの物語を聞き、感想を言う 
Listener: Listens to their partner’s story, and provides feedback. 

3.  役割を交代して繰り返す 
Switch roles and repeat.  

 

アクティビティ ２ 
Activity 2 



意識して表現する：自分の話し方を知り、過剰にならないようにする 
Use your feet and hands purposefully – Know your speaking style well enough to know 
how much is too much. 

自然なスタイルで：自分らしいスタイルを選ぶ 
Maximize your natural style – Choose a style that reflects you. 

前置きは飛ばしてすぐ本題へ 
Skip the small talk at the beginning of your speech. 

沈黙を怖れない：意識して使えば「間」が効果を生む 
Don’t be afraid of silence – Pausing can be powerful when used intentionally.  

練習する：自分が体験したことでも、他者に語ることにまた別の意味があり、 
感情的に原動力を変えられる。 
Practice – Even though you lived it, there is something about telling your story to others 
that can change the emotional dynamic for some people.  

楽しんで：話し手が楽しめば、聴衆も楽しい。落ち着いて。深呼吸を！ 
Have fun – If you enjoy your presentation, your audience will too. Be yourself. Breathe. 

「語り」のヒント 
Storytelling Tips 



自分の物語をグループで共有する 
Sharing your story with the group. 

アクティビティ 3 
Activity 3 



あなたの物語はあなただけのもの 
熱意と自信と本心を持って語れば 
うまくいきます 
Remember, your story is uniquely yours – tell it with passion, 
confidence, and honesty, and you will be successful. 
 



休憩 
Break 



メディア・ワークショップ 
Media Workshop 



ゲストスピーカー：井本氏、MBS 
Guest Speaker: Mr. Imoto, MBS 



メディア・リレーションズ 
（メディアを利用した広報） 

Media Relations 



学習の成果 
Learning Outcomes 

• メディアを利用した広報とは何か、何故それが重要かを理
解する 

• Understand what media relations is and why it is important 

 

• 活字メディア向けに癌コントロールのためのメッセージを作
成する 

• Develop a cancer control message for print media  

 

• インタビューを通して自分のメッセージを伝える能力を証明
する 

• Demonstrate the ability to convey your message through 
interviews  

 

• メディア広報を自分の活動のために活用する 

• Relate media relations to your own activities  
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メディア・リレーションズの意味？  
What do we mean by “media relations”?  

メディア・リレーションズ （メディアを利用した広報） 
= 癌に関連する一般大衆の考えや行動を変えるために、
マスメディアと連携してあなたのメッセージを大衆に 
伝えるプロセス  
Media relations = the process of working with the mass 
media to get your message out in order to change public 
attitudes about and behaviors related to cancer.  
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メディア広報に関するあなたの経験？  
What is your experience with media relations?  

• 公衆衛生のために、あなたの地域社会で最も一般的に使
われるメディアのタイプは何か？ 

• What types of media are most commonly used in your 
community for public health news?  
 

• あなたの団体は、どのようなメディアと協力した経験がある
か？ 

• Which of these outlets does your organization have 
experience with?  
 

• あなたの最近のメディア広報の経験について、他の人々に
紹介出来る実例があるか？ 

• Can you share a recent example of a media experience you 
had?  
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メッセージを発信する目的の例： 
Messages are used for several objectives, for example:  

• 早期発見の重要性を大衆に知らせる 

• Informing the public of the importance of early detection  

 

• 地域社会に新たに加わったサービスを知らせる 

• Telling a community about newly available services  

 

• 癌予防についての意識を高める 

• Raising awareness of cancer prevention 

 

• 懸案中の癌コントロール法案の成立を促進する 

• Mobilizing support for pending cancer control legislation  

 

• あなたの団体を、他の癌情報源や癌関連サービス団体より目立
つ存在にする 

• Distinguishing your organization from other sources of cancer 
information and services 
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メッセージを効果的にするには： 
For a message to be effective, it needs to: 

• 大衆にアピールする内容にする 

• Have mass appeal 

 

• 健康を改善することができる方法を多くの人にアピールする 

• Inform the public about how they can improve their health 

 

• メッセージの焦点となる重要事項の数を制限する 

• Focus on a limited number of important issues  

 

• 事実と証拠を裏付けとして使い、説得力のある、力強いメッ
セージにする 

• Be persuasive and compelling, supported with facts and 
testimonials  
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メッセージを効果的にするには (続き）: 
For a message to be effective, it needs to (continued): 

• 冷静な事実情報と感動的な人間ドラマをバランスよく使用する 

• Balance facts with emotion and human stories 
 

• 聴衆が理解できるように、シンプルで活き活きとした表現を使用
する 

• Use vivid, simple language that your audience will understand 
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メッセージをうまく作成するには                            
Creating a Successful Message    

• まず、以下の２つの事柄を設定する： 

Begin by identifying two things: 

 

• あなたが伝えたい情報は何か 

• What information you want to give the public 

 

• あなたからのメッセージを受け取った後、どのような行動を
起こして欲しいか 

• What actions you want them to take after learning your 
message 
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メッセージをメディアを通して伝える方法： 
Methods for conveying your message through the media:  

• 編集者宛の投書 

• Letter to the editor  

 

• 論説 

• Editorial  

 

• プレスレリース 

• Press release 

 

• 公共広告（TVCMなど） 

• Public service 
announcement (PSA) 

• 視聴者の興味をそそる
内容の記事 

• Human interest feature 
article 

 

• インタビュー 

• Interview 

 

• 記者会見 

• News (press) conference  
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メディアプランの作成  
Developing a Media Plan  

• あなたの地域のメディアが、健康や癌に関する問題をどのよ
うに報道しているかを学ぶ 

• Get familiar with the ways that health and cancer issues are 
covered by your local media 

 

• 健康関連ニュースを担当している記者を見つける 

• Find out which reporters are responsible for health news  

 

• これらの記者にアクセスする方法を学ぶ 

• Learn how to reach each of those reporters  
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メディア プランの作成 (続き): 
Developing Media Plan (continued):   

• 事実情報の記述、過去のニュース記事、画像、個人の発言、
背景情報などの参考資料と、あなたのメッセージを一まとめに
したキットを作成する。 

• Package your message with such things as fact sheets, past 
news articles, visuals, quotes, and background material  
 

• あなたの団体の報道担当者の名前と連絡方法をメディアに配
付して、メディアがあなたの団体やメッセージにアクセスし易い
ようにする。 

• Make your organization and message available to the media by 
distributing the name of and contact information for a 
spokesperson for your organization  
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メディアとの関係の育成 
Cultivating the Media  

• 記者の締め切り日時を尊重する 
• Respect reporters’ deadlines  

 
• 正確、且つ、簡潔で、時宜に即した情報を提供する 
• Be accurate, concise, and timely with your information  

 

• メディアに採用された事柄の、その後の進展状況や情報を提
供できる状態を保つ 

• Be available for follow-up stories or information  
 

• 広報の内容が活動の主題から反れないようにする 
• Be persistent  

あなたの団体が癌情報の信頼できる情報源としての立場を確立することが
目的である 

The objective is to establish your organization as a credible source for 

newsworthy cancer information.   
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Social Media  

• Video – Social Media Revolution 

• http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8 
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プレスレリースをうまく作成するコツ  
Tips for Writing a Press Release  

• 記者が注目するように、活き活きとした見出しをつける 

• Use an active headline to get the reporters’ attention 

 

• 重要な情報を冒頭に置き、その後記事が展開するように記事を書く 

• Start the release with the most important information and then 
develop the story 

 

• 「誰が、何を、何時，どこで､何故､どのように」を全て網羅する？ 

• Answer the questions Who, What, When, Where, Why, and How? 

 

• シンプルで明確な表現で、簡潔に書く—専門用語の使用を避ける 

• Use simple, clear language and be concise—avoid technical terms 

 

• 詳しい情報や具体的な例を含める 

• Include specifics and examples 
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プレスレリースをうまく作成するコツ(続き）: 
Tips for Writing a Press Release (continued): 

• 報道担当者の名前、電話番号、ファックス番号や住所など、連
絡先の情報を入れる 

• Include contact information, such as the spokesperson’s name, 
phone and fax numbers, and address 

 

• ニュースとして報道して欲しい日を明確に提示する、または、「速
報希望」、「適切であれば、報道してください」等の注意書きを入
れる 

• Include the date you want the news released, or say “Release 
immediately” or “Release at will” 

 

• 記事の内容を短くする—２頁以内 

• Keep the press release short—to two pages or fewer 
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メディアとのインタビュー 
Interviewing with the Media  

• あなたの団体の名称をフルネームで頻繁に述べる 

• Say the full name of your organization often 

 

• どのような質問をされても、伝えたいメッセージから離れずに要
点のすべてを相手に伝える（時には、返答が直接質問への回
答になっていなくても良い） 

• Stick to your message to get all of your key points across, 
regardless of the question you are asked (sometimes Q  A)  

 

• 分かり易い表現を使用して、専門用語の使用を避ける 

• Use simple language and avoid technical terms 

 

• インタビュアーだけが聞き手なのではなく、自分は公衆に向け
て話をしている、ということを忘れない 

• Remember that you are ultimately talking to the public, not the 
interviewer 
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メディアとのインタビュー（続き）: 
Interviewing with the Media (continued):  

• 挑戦的な質問にも肯定的に対応し (例えば、「その質問を

訊かれて、うれしいです」等)、あなたのメッセージの肯定
的な局面を強調するような表現に言い換えて返答する 

• Respond positively to a challenging question (e.g. “I’m glad you 
asked that question”) and then restate a positive aspect of your 
message  

 

• 記者に引用されたくないことは一切言わない 

• Do not say anything that you do not want quoted by the 
reporter 

 

• 重要な部分は繰り返し述べて、重要性を強調する 

• Repeat your key points to give them more weight 
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留意点 
Points to Keep in Mind 

• 発言を制御してあなたのメッセージを明確に述べる 
• Control what you say and clearly state your message 

 
• 事前に対立する見解を研究して、論争点を予測する 
• Research opposing viewpoints and anticipate points of 

controversy 
 

• メッセージの口上と挑戦的な意見への応答の仕方を練習する 
• Practice delivering your message and  

responding to challenges  

メディアは記事の書き方、編集方針、放送や出版する記事の内容につい
て決定権を持つ 

Media have the final word; they write, edit, air, and print the story.  

 しかし、以下を実行しましょう： 

 But you can:  
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メッセージの三角形 
Message Triangle  

あなたのメッセージを、聞いてもらいたいように、要点から反れずに話を
進めるための支援ツールの一例： 

A tool to help you keep on point and deliver your message in the way 
you want it to be heard.  One example: 

 

行動 

Action 

 

背景
Background 

利益
Benefits 
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メッセージ三角形の例 
A Message Triangle Example 

行動: 我々は、喫煙者が喫煙を止め、非喫煙者が喫煙を始めな
いよう支援することに力を注いでいる 
Action : We are dedicated to helping smokers quit and to 
preventing non-smokers from starting.  
 
 
背景: この国では、１０秒に一人がタバコが関連する病気で死ん
でいる—これらの死は予防できる! 
Background： Every 10 seconds, someone dies of a tobacco-related 
illness in this country—and all these deaths are preventable! 
 
 
利益: 人々は健康的により長く生きることが出来、我々は毎年何
百万ドルも節約することが出来る 
Benefits： People will have longer, healthier lives, and we will save 
millions of dollars each year. 
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記者会見の開催 
Holding a News Conference 

• 後に別個に質疑応答の時間を取って置くことはあるが、会見自体
は一時間以内で収める。 

• Should take no longer than 1 hour, although there may be separate 
interviews afterward 
 

• ニュース記者会見の準備： 
• Preparing for a news conference: 

 
– 会見の場所を見つけ、日時を決める 
– Find location and set date and time 

 
– 主なメディアに招待状を送る 
– Send invitation to all significant media 

 
– 背景情報のキットを編集する 
– Compile kit of background information 

 
– 報道担当者や代表で話しをする人々を選定する 
– Choose spokespeople. 
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記者会見の開催 (続き）: 
Holding a News Conference (continued): 

• ニュース記者会見の準備（続き）: 
• Preparing for a news conference (continued):  

 

– あなたのメッセージと回答を準備す るメッセージの三角形や
メッセージホィールの使用を考慮する 

– Prepare your message and response. Consider using message 
triangles or wheels. 
 

– 会見の前日に記者に電話する 
– Call reporters the day before. 
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記者会見の開催 (続き）: 
Holding a News Conference (continued): 

• 記者会見中に： 
• During a news conference: 

 
– すべての参加者を登録して、連絡先の情報をもらう 
– Register all participants and get contact information. 

 

– 参加者に歓迎の挨拶を行って、あなたの団体を紹介し、記
者会見を開催した理由を簡単に述べる 

– Welcome participants, introduce your organization, and 
briefly give reasons for the news conference. 
 

– ニュース項目について、より詳細に説明する 
– Discuss the news item in more depth. 

 
– 質問の時間を割り当てる 
– Allow time for questions. 
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記者会見の開催 (続き）  
Holding a News Conference (continued): 

• 記者会見の後で： 
• After a news conference: 

 
– あなたが得たメディアの注目の程度を評価する 
– Evaluate the media attention you got. 

 

– 再び取材、報道して貰えるように、その後の進展状況を記
者達に伝える 

– Keep reporters informed of further developments to get 
more coverage. 
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難局におけるコミュニケーションのポイント 
Points on Crisis Communication 

• 誠実で完全な情報を与える 

• Give honest and complete information 

 

• メディアから攻撃される前に、情報を自主的に開示する 

• Volunteer the information before the media confronts you   

 

• コメントを拒否せず、むしろ、即座に率直に問題について話す 

• Do not refuse to comment; rather, address the issue directly and 
quickly  

 

• 責任を認める 

• Accept responsibility  

 

• 解決を目指し前向きな発言を行う、「問題の対応として、現在我々
は３つのことを行なっています。それは・・・」等 

• Make a solution-oriented statement, such as, “Here are three 
things we are doing to address this issue . . .”  

47 



あなたのメディア活動を評価する方法 
How To Evaluate Your Media Efforts 

あなたのメディア活動を定期的に評価し活動を見直すことで、 
メディア活動の成功につなげる 

Evaluate your media efforts regularly to help make adjustments 
that add to your success. 

 

• 以下を検討する： 

• Ask yourself: 

– あなたの活動によって、どのような情報がどのメディアを通して
大衆に発信されているか？ 

– What information is actually being delivered to the public and by 
what media because of your efforts? 

 

– あなたのメディア活動が実質的な効果をもたらしているか？ 

– Are your media efforts making a difference? 
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あなたのメディアに対する努力を評価する方法 (続き）: 
 How To Evaluate Your Media Efforts (continued):  

以下の項目に起きている変化を調べることで、あなたのメディア広報
の努力の効果を査定することができる： 
To determine whether your media work is making a difference, you can 

look for the following changes in: 
 

• あなたが取り組んでいる問題やあなたの団体についての、メディアの取り上げ方 
• The media coverage of your issue or organization 

 
• あなたが取り組んでいる問題や団体に対する公衆の見解 
• How the public views your issue or organization 

 

• あなたのイベントへの参加者の数、あなたの団体にボランテア活動や寄付を申し出
る人々の数 

• The number of people attending your events, volunteering with your organization, or 
donating to your organization 

 
• あなたのサービスを利用する人々の数 
• The number of people accessing your services 

 
• あなたが取り組んでいる問題に関連する政府の政策 
• Government policies related to your issue  
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要点 
In Summary 

世論に影響を与え、癌に関連する生活態度を変える上で、 メディア
は価値ある提携相手となることができる。 

Media can be an invaluable ally for influencing public opinion about 
and changing behavior related to cancer.  

 

 

あなたの団体は、メディアを使ってプログラムやキャンペ－ンを宣伝
することができ、一方、メディアは大衆に影響を及ぼす癌問題に関
して信頼性の高い情報発信源として、あなたの団体を使用できるこ
とを理解することが重要である。 

It is important to understand how your organization can use the 
media to promote your programs and campaigns, and, in turn, how 
the media can use your organization as a credible voice on cancer 
issues affecting the public.  
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質問 
Questions?  



日本でのソーシャルメディアの 
ベストプラクティス 
Social Media Best Practices in Japan 

ゲストスピーカー： 
市川氏、ソーシャルカンパニー 
Guest Speaker: Mr. Ichikawa, Social company , Inc. 



結びと次のステップ 
Closing and Next Steps 



まとめ 
Wrap up 

• 今日のトレーニングで最も面白かった部分は
どこですか? 
What was the most exciting part about the training today? 

• 今日のトレーニングで最も難しかった部分は
どこですか? 
What was the most challenging part about the training today? 



次のステップ 
Next steps 

• 練習あるのみ 
Practice!  

• 12月のキャンサー・サバイバー・フォーラム 
までの課題 
When we see you in December, you should be prepared to… 

• 今から12月までの間に、OCTキャンペーンを

通じてこのスキルを使う機会を作ること
Opportunities to use these skills through OCT Campaign 

between now and December 


