
おすすめ研修のご紹介PICK
UP

本研修では、４つのポイントを学んでいただきます。
①目標管理の意義　②組織、部下の目標設定方法　③部下が目標を前向きにとらえる動機づけ　④目標達成に向けた継続的なマネジメ
ント方法
各項目ごとに演習を実施します。現場の部下や環境をイメージし、具体的な行動に落とし込んで考えるため、明日からできる目標管理スキル
を身につけます。

目標管理研修

本研修では、ダイバーシティに必要な知識の確認、多様な人材への理解の促しを目的とし、ダイバーシティ推進・実現の基本を学んでいた
だきます。

ダイバーシティ推進研修～基本知識を習得し、当事者意識を醸成する

ダイバーシティ時代における目標管理の意義

「目標管理」とは、社員一人ひとりに自ら目標をたてさせた上で、その達成に向けた主体的活動を促し、組織目標の達成につなげようとす
るもので、ピーター・ドラッカーが提唱したマネジメント手法として知られています。バブル崩壊後のリストラ期には、多くの企業が成果
主義にシフトしていきましたが、そこでの人事評価ツールとして目標管理を採用する動きが相次ぎました。その結果、目標管理に対して、
「高い目標によるプレッシャー」や「納得のいかない評価のされ方」といった、ネガティブなイメージを持つようになった人も少なくないのが
現実です。

本来の目標管理は、一定枠の中で部下に自分のやりたいことで目標を立てさせ、それに向かって試行錯誤し、成果を上げさせようとするも
のです。管理者は、部下の目標達成を支援する立場となり、それを通じて組織目標を達成しようとする、きわめて人間本位の経営管理手
法です。そして、この“本来の”目標管理は、人材の多様化が進むダイバーシティ時代においては、とても合理的な手法であるといえます。

人はそもそも多様な存在ですが、従来の職場においては、その多様性を一定の幅の中に抑えつつ、標準化された経営資源として活用する
ことで、成果に結びつけてきました。しかし、昨今の職場は、性別や国籍、価値観や働くスタイルなど、これまでとは比べ物にならないくら
いの多様性を帯びており、その多様性に合わせた人材活用の道を探ることが不可欠となってきました。そこで、一人ひとりが掲げるそれぞ
れの目標に向かって力を発揮させる目標管理の手法が、再び脚光を浴びるようになってきたのです。
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目標管理は誤解されている！？

目標管理とは人間本位の経営手法である

ダイバーシティと相性の良い目標管理制度

一方で、多様な人材が同居する職場においては、明確なルールのもとで人材を評価することも大事なポイントとなります。外国人であって
も、また時短勤務者であっても、成果に応じて公平に評価することが求められますが、ともすると目標管理制度のもとでは、成果に対する
評価が、自分で勝手に決めた目標を基準に行われるものと誤解されがちです。目標管理はあくまで経営管理手法であり、人事評価のため
のツールとは別物として理解させる必要があります。

目標管理は人事評価ツールではない

人材の多様性はうまく活用できれば強みになりますが、画一的な方法でマネジメントしようとすると、個々の能力が生かせず、生産性を下
げてしまいかねません。働く人をより人間らしく扱うことが、目標管理を機能させる上でのカギとなり、同時に多様化した職場をマネジメン
トする上での要諦でもあるのです。

働く人を人間らしく扱うことが成果につながる時代に
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業務改善
部下育成

東京開催スケジュール1
1月10日(水)

1月5日(金) 調整力発揮研修

1月11日(木)

1月11日(木) 部下モチベーション向上研修

1月12日(金)

ファシリテーション研修

1月13日(土) ファシリテーション研修

1月13日(土)

1月22日(月)

1月22日(月) ファシリテーション研修

社会人１年目・２年目ステップアップ研修
～コミュニケーション力向上編

1月27日(土)

1月27日(土)

アサーティブコミュニケーション研修

人を動かすコミュニケーション研修
～キーパーソンへ働きかける編

1月31日(水)

1月31日(水)

アサーティブコミュニケーション研修

1月23日(火)

アサーティブコミュニケーション研修

（若手向け）コミュニケーション研修
～デキる「ホウ・レン・ソウ」

1月31日(水)

1月24日(水) コミュニケーション研修

1月26日(金)

1月15日(月)

1月15日(月) アサーティブコミュニケーション研修

1月16日(火) ファシリテーション研修

1月17日(水)

部下とのコミュニケーション実践研修
～多様化する部下への関わり方1月18日(木)

1月18日(木)

1月19日(金)

1月20日(土) 調整力発揮研修

対人関係構築研修～円滑なコミュニケーション
のためのスキルを習得する

コミュニケーション研修
～エトス・パトス・ロゴスで伝える力を強化する

コミュニケーション研修
～エトス・パトス・ロゴスで伝える力を強化する
コミュニケーション研修
～きっかけを作る雑談力向上編

コミュニケーション研修

外国人社員受け入れ研修
～必要な心構えを理解する
人を動かすコミュニケーション研修
～キーパーソンへ働きかける編

コミュニケーション研修
～相手目線で考え、良好な人間関係を築く

ファシリテーション研修

1月5日(金)

1月10日(水)

1月11日(木)

1月16日(火)

1月18日(木)

1月18日(木)

1月19日(金)

1月9日(火)

1月10日(水)

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

メンター研修

部下モチベーション向上研修

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

（ＯＪＴ指導者向け）新人・若手のホウ・レン・ソウ
強化研修
コーチング研修
～部下の主体性を引き出すスキルを習得する

部下とのコミュニケーション実践研修
～多様化する部下への関わり方
ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

コーチング研修
～部下の主体性を引き出すスキルを習得する

接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する

1月24日(水) コーチング研修
～部下の主体性を引き出すスキルを習得する
ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編1月25日(木)

コーチング研修
～部下の主体性を引き出すスキルを習得する

人を動かすコミュニケーション研修
～キーパーソンへ働きかける編

1月22日(月)

1月19日(金)

リーダーコミュニケーション研修

1月20日(土)

1月19日(金)

1月26日(金) メンター研修

人を動かすコミュニケーション研修
～キーパーソンへ働きかける編1月27日(土)

1月29日(月) （ＯＪＴ指導者向け）新人・若手のホウ・レン・ソウ
強化研修

1月30日(火) コーチング研修
～部下の主体性を引き出すスキルを習得する

1月31日(水) ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

1月5日(金) プロジェクトマネジメント基礎研修

次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける

1月5日(金)

1月9日(火) 財務基礎研修

1月9日(火)　
～10日(水）

リーダー育成研修
～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）

段取り研修～管理職としての基本的マネジメントス
キルを理解する

1月11日(木) 女性リーダー研修～キャリアアップ編「リーダー
としての自信をつける」
リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

1月12日(金)

管理職研修～「風通しのよい職場づくり」で職場
環境を整える編

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

1月11日(木)

1月10日(水)

1月10日(水)

段取り研修～管理職としての基本的マネジメントス
キルを理解する

1月15日(月) 管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する
変革リーダー研修～人数を増やさず今のメンバ
ーで変革を実現する1月15日(月)

女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーと
して必要なスキルを習得・確認する」

1月13日(土)

1月12日(金)

1月16日(火)
　～17日(水）

新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを
始める編（２日間）

1月16日(火) 上級管理職研修

リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

1月16日(火)

1月17日(水) 現場マネージャー研修

チームマネジメント研修
～仕組み作りと推進力を学ぶ

1月18日(木)

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

1月19日(金)

1月18日(木)

1月19日(金) リーダーコミュニケーション研修

1月22日(月) 店長向けパワーアップ研修

1月22日(月) プロジェクトマネジメント基礎研修

中級（課長級）管理職研修～ＰＤＣＡ・突破力編

管理職向けシミュレーション研修
～マネジメントを学び、判断力を鍛える編1月22日(月)

段取り研修～管理職としての基本的マネジメン
トスキルを理解する1月23日(火)

管理職研修
～「仕組み作り」で実現させる生産性向上編

1月24日(水)

1月25日(木) 財務基礎研修

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する1月25日(木)

リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる1月25日(木)

リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

1月27日(土)

中級（課長級）管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

1月29日(月)

女性リーダー研修～キャリアアップ編「リーダー
としての自信をつける」

1月30日(火)

1月31日(水) 労務管理研修

ＯＯＤＡ実践研修～環境変化に応じた高速意思
決定★★割引キャンペーン対象★★1月23日(火)

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

1月24日(水)

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

1月5日(金)

中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者意
識をもって、周囲に働きかける存在になる1月11日(木)

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！1月12日(金)

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！1月15日(月)

1月11日(木) 若手社員研修～主体性の発揮

達成力強化研修
～仕事を最後までやり抜く力を身に付ける

1月17日(水)

1月9日(火) 新人フォロー研修

仕事の意欲向上研修
～ポジティブシンキングを仕事に活用する1月19日(金)

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する1月22日(月)

1月19日(金) 若手社員研修～主体性の発揮

1月23日(火)
　～24日(水）

（新入社員・新社会人向け）ビジネス基礎研修～
学生から社会人への意識と行動改革編（２日間）

社会人１年目・２年目ステップアップ研修
～周辺配慮とマナー編

1月25日(木)

1月24日(水) 新人フォロー研修

1月30日(火)
　～31日(水） 中堅社員研修（２日間）

壁を乗り越える研修
～考え方を切り替え、ワンランク上の仕事を目指す1月31日(水)

（半日研修）タイムマネジメント研修
～業務の優先順位付けをクセづける1月9日(火)

事務職のための業務改善研修
～オペレーションミスを防止する編1月10日(水)

管理職研修～「風通しのよい職場づくり」で職場
環境を整える編

1月10日(水)

1月12日(金) 業務改善研修

タイムマネジメント研修～仕事を効率的に進め
るための時間管理を学ぶ1月12日(金)

業務改善研修
～変化に対応し、働き方改革を実現する1月12日(金)

生産性向上研修
～明確な指示で、部下のパフォーマンスを高める

1月17日(水)

タイムマネジメント研修
～仕事を効率的に進めるための時間管理を学ぶ1月18日(木)






