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おすすめ研修体系図～階層別・ヒューマンスキル
新入社員

スキル
研修名

キャリア開発
オンライン日程

オンライン日程

研修名
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
キ
ル

コミュニケー
ション
オンライン日程

研修名
伝えるスキル
オンライン日程

研修名
書くスキル

リーダー

9/4(金)・
10/20(火)・
10/26(月)・
11/18(水)・
12/16(水)・
1/26(火)・
2/26(金)

6/30(火)・
7/7(火)・
7/6(月)・
7/16(木)・
月)・
火)・
金)・
6/29(
6/30(
7/10(
7/9(木)・
7/21(火)・
月)・
水)・
水)・
7/13(
8/5(
7/22(
9/9(水)・
7/28(火)・
水)・
火)・
水)・
9/30(
9/8(
7/29(
10/15(木)・
8/4(火)・
8/21(金)・
水)・ 10/14(水)・ 8/31(月)・
10/21(
11/4(水)・
10/9(金)・
9/4(金)・
10/29(木)・ 11/18(水)・ 9/18(金)・
水
・
木
・
12/9( )
12/10( )
10/8(木)・
1/8(金)・
12/24(木)・ 10/7(水)・
1/14(木)・
3/22(月)
11/25(水)・
水)・
1/20(
1/27(水)・ 11/24(火)・
2/24(水)・
12/25(金)・
月)・
2/8(
2/5(金)・
12/1(火)・
3/22(月)
1/28(木)・
金)
月)
3/12(
3/22(
1/8(金)・
2/22(月)・
水)・
2/24(
3/17(水)
3/12(金)

２０代向けキャリアデザイン研修
～Ｍｕｓｔ・Ｃａｎ・Ｗｉｌｌでキャリア
を考える

３０代向けキャリアデザイン研修～主体的かつ戦略的に
キャリアを考える

8/5(水)・12/11(金)・2/12(金)

8/3(月)・10/1(木)・12/1(火)・2/1(月)

初級管理職

中級管理職

上級管理職

段取り研修

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題
を整理する

上級管理職研修

7/2(木)・7/3(金)・
7/29(水)・8/26(水)・
9/11(金)・10/12(月)・
11/26(木)・12/2(水)・
1/21(木)・2/26(金)・
3/16(火)

7/22(水)・8/25(火)・
9/25(金)・10/6(火)・
11/2(月)・12/18(金)・
1/12(火)・2/18(木)・
3/26(金)

8/7(金)・9/14(月)・
10/14(水)・11/24(火)・
12/15(火)・1/7(木)・
2/1(月)・3/4(木)

４０代向けキャリアデザイン研修
５０代向けキャリアデザイン研修～人生１００年時代のマ
～ワーク・ライフ・マネーバランスを考える
ネー戦略を立てる
7/2(木)・9/3(木)・11/6(金)・1/12(火)・
3/8(月)

8/21(金)・10/20(火)・12/18(金)・2/13(土)

ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編

イマドキ世代の育て方研修

コーチング研修

7/2(木)・7/15(水)・8/6(木)・9/14(月)・10/23(金)・11/9(月)、
12/7(月)・1/5(火)・1/18(月)・1/25(月)・2/4(木)・2/8(月)・
2/15(月)・2/18(木)・2/22(月)・3/8(月)

6/30(火)・7/14(火)・8/26(水)・
9/28(月)・10/22(木)・10/30(金)・
11/26(木)・2/3(水)・3/10(水)

6/30(火)・7/8(水)・7/15(水)・8/28(金)・9/8(火)・
10/7(水)・11/13(金)・12/3(木)・1/27(水)・2/12(金)・
3/17(水)

（若手向け）コミュニケー
コミュニケーション研修～相手目線で考え、
ション研修～デキる「ホウ・
良好な人間関係を築く
レン・ソウ」

アサーティブコミュニケーション研修

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

6/30(火)・7/17(金)・8/25(火)・9/3(木)・
10/14(水)・11/24(火)・12/17(木)・
1/12(火)・2/16(火)・3/22(月)

6/29(月)・7/15(水)・11/25(水)・3/24(水)

研修名
部下指導

中堅

ビジネス基礎
若手社員研修
中堅社員向け 中堅社員研修 サーバント・
新人フォロー
壁を乗り越え
リーダーシッ
研修（２日
～主体性の発
オーナーシッ ～フォロワー リーダーシッ
研修
る研修
プ研修
間）
揮
プ研修
シップ
プ研修

8/26(水)～
8/27(木)・
9/28(月)～
9/29(火)・
ビジネスマイ
10/26(月)～
ンド
10/27(火)・
水 ～
オンライン日程 11/25( )
階
11/26(木)・
層
12/17(木)～
別
12/18(金)・
1/18(月)～
1/19(火)・
2/18(木)～
2/19(金)

研修名

若手

7/30(木)・9/24(木)・
11/26(木)・1/25(月)・
3/22(月)

7/29(水)・9/25(金)・11/27(金)・
1/26(火)・3/23(火)

プレゼンテーション研修

分かりやすい説明の仕方研修

7/3(金)・7/9(木)・7/14(火)・7/21(火)・8/20(木)・
9/17(木)・10/19(月)・11/27(金)・12/25(金)・
1/22(金)・2/22(月)・3/9(火)

7/13(月)・7/17(金)・7/20(月)・7/21(火)・8/3(月)・
9/23(水)・10/20(火)・11/19(木)・12/21(月)・
12/23(水)・2/3(水)・3/9(火)

ビジネス文書研修

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

月 ・
水 ・
水 ・
木 ・
火 ・
火 ・
金 ・
木 ・
金 ・ 7/6( ) 7/8( ) 7/29( ) 8/20( )
オンライン日程 6/30( ) 7/7( ) 8/21( ) 9/10( ) 10/2( )
木)・10/22(木)・11/25(水)・
9/17(
11/4(水)・1/29(金)・2/15(月)・3/16(火)
12/7(月)・1/5(火)・2/26(金)・3/2(火)

ビジネス文書レベルアップ研修～相手が唸る文書の書き方

7/20(月)・9/8(火)・12/10(木)・2/16(火)
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おすすめ研修体系図～テクニカル・コンセプチュアルスキル
新入社員

スキル
研修名

生産性向上
オンライン日程

研修名

ファシリ
テーション

テ
オンライン日程
ク
ニ
カ
研修名
ル
ス
キ リスク管理
ル
オンライン日程
研修名
メンタルヘ
ルス

ハラスメン
ト

考えるスキ
ル

オンライン日程

若手

中堅

リーダー

初級管理職

中級管理職

（若手向け）仕事の進め方研
修～ＰＤＣＡを強化する

タイムマネジメント研修

仕事の生産性向上研修～「デキる人」に共
通する考え方や行動を取り入れる

組織のタイムマネジメント研修

管理職研修～「仕組み作り」で実現させる
生産性向上編

7/6(月)・9/9(水)・
12/21(月)・3/22(月)

7/3(金)・7/14(火)・
7/30(木)・7/31(金)・
8/18(火)・9/24(木)・
10/8(木)・11/18(水)・
12/2(水)・1/8(金)・
2/1(月)・3/5(金)

6/30(火)・8/26(水)・9/7(月)・
10/19(月)・11/16(月)・12/2(水)・
2/4(木)・3/2(火)

6/30(火)・7/7(火)・8/11(火)・
9/16(水)・10/1(木)・11/16(月)・
12/22(火)・1/13(水)・3/8(月)

9/18(金)・10/8(木)・11/30(月)・
12/10(木)・1/19(火)・2/2(火)・3/23(火)

分かりやすい資料の作り方研修～ワンペー
パーで伝える編

ファシリテーション研修

ファシリテーション研修～会議を決める合
意形成力強化編

7/30(木)

7/6(月)・8/17(月)・9/4(金)・10/26(月)・11/30(月)/12/9(水)・
1/25(月)・2/19(金)・3/2(火)

8/28(金)・9/28(月)・10/14(水)・
11/2(月)/12/14(月)・1/22(金)・
2/18(木)・3/18(木)

（半日研修）コンプライアンス研修～個人情報保護、情報セキュリティ、ＳＮＳのリスクを知る編
7/29(水)・9/30(水)・12/7(月)・2/3(水)
メンタルヘルス研修～セルフケア

（管理職向け）コンプライアンス研修～組 リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法
織における不祥事防止
を学ぶ
8/6(木)・10/5(月)・12/2(水)・2/2(火)

レジリエンス研修～しなやかにストレスと向き合い、回復力を身につける

8/4（火）・9/30（水）・10/15（木）・
8/19(水)・9/16(水)・10/26(月)・11/11(水)・12/18(金)・1/12(火)・
11/6（金）・12/24（木）・1/15
2/12(金)・3/26(金)
（金）・2/17（水）・3/25（木）

7/10(金)・8/5(水)・9/7(月)・
10/16(金)・11/10(火)・12/24(木)・
1/6(水)・2/10(水)・3/11(木)

メンタルヘルス研修～ラインケア
9/25(金)・10/21(水)・11/16(月)・12/8(火)・1/20(水)・2/25(木)・3/4(木)

研修名

ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを生まない職 事例で学ぶハラスメント防止研修～管理職としてパワハラ
場づくり
のもたらす損害について考える

オンライン日程

7/1(水)・7/17(金)・9/9(水)・10/20(火)・11/12(木)・ 7/29(水)・8/4(火)・9/10(木)・10/13(火)・11/20(金)・
12/11(金)・1/19(火)・2/2(火)・3/24(水)
12/16(水)・1/27(水)・2/19(金)・3/1(月)

研修名

ロジカルシンキング研修

クリティカルシンキング研修

7/10(金)・7/16(木)・8/24(月)・9/8(火)・
7/6(月)・7/9(木)・7/10(金)・7/20(月)・8/31(月)・9/23(水)・10/9(金)・
オンライン日程
コ
10/26(月)・11/11(水)・12/8(火)・2/25(木)・3/5(金)
11/5(木)・12/22(火)・1/26(火)・2/10(水)・3/18(木)
ン
セ
研修名
企画力研修～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ
ラテラルシンキング研修
プ
チ 企画発想ス
ュ キル
6/29(月)・6/30(火)・7/7(火)・7/13(月)・8/12(水)・
7/28(火)・8/31(月)・9/2(水)・10/23(金)・11/6(金)・
ア
オンライン日程
9/16(水)・10/27(火)・11/10(火)・12/21(月)・
12/10(木)・1/18(月)・3/2(火)
ル
1/26(火)・2/24(水)・3/23(火)
ス
キ
研修名
なぜなぜ分析～考えるクセをつける
問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する
ル
問題解決力
7/6(月)・7/8(水)・7/13(月)・7/15(水)・7/22(水)・7/27(月)・7/30(木)・8/6(木)・
オンライン日程
8/6(木)・10/8(木)・12/7(月)・2/8(月)
9/1(火)・10/2(金)・11/17(火)・12/1(火)・1/5(火)・2/12(金)・3/19(金)

そ ポスト・コ
の ロナ
他 ★最新作★

上級管理職

研修名

オンライン日程

ビジネスモデル企画研修
9/28(月)・12/22(火)・3/25(木)
変革リーダー研修
8/10(月)・10/9(金)・
12/14(月)・2/5(金)

（リーダー向け）ポストコロ
ポストコロナ・ウィズコロナ
ナ・ウィズコロナ時代の働き リーダーシップ研修～ポスト
ポストコロナ・ウィズコロナ
時代のマネジメント研修～業
方研修～
コロナ・ウィズコロナ時代の
時代の
務の標準化とディレクション
「主体者」 と「新たなゼネ
強いリーダー
経営戦略研修
の手法を学ぶ
ラリスト」の育成
7/7(火)・7/20(月)・
7/28(火)・8/25(火)・
10/16(金)・12/17(木)

7/8(水)・8/4(火)・
10/8(木)・12/11(金)

8/5(水)・10/13(火)・12/4
（金）

7/2(木)・8/25(火)・
10/26(月)・12/23(水)
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Ｉｎｄｅｘ
■階層別
【ビジネスマインド】
1 ビジネス基礎研修（２日間）
2 新人フォロー研修
3 若手社員研修～主体性の発揮
4 壁を乗り越える研修
5 中堅社員向けオーナーシップ研修
6 中堅社員研修～フォロワーシップ
7 サーバント・リーダーシップ研修
8 リーダーシップ研修
9 段取り研修
10 管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する
11 上級管理職研修
【キャリア開発】
12 ２０代向けキャリアデザイン研修
～Ｍｕｓｔ・Ｃａｎ・Ｗｉｌｌでキャリアを考える
13 ３０代向けキャリアデザイン研修
～主体的かつ戦略的にキャリアを考える
14 ４０代向けキャリアデザイン研修
～ワーク・ライフ・マネーバランスを考える
15 ５０代向けキャリアデザイン研修
～人生１００年時代のマネー戦略を立てる

■ヒューマンスキル

7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

【部下指導】
16 ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編
17 イマドキ世代の育て方研修
18 コーチング研修
【コミュニケーション】
19 （若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」
20 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
21 アサーティブコミュニケーション研修
22 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

17
17
18

20
20
21
21

【伝えるスキル】
23 プレゼンテーション研修
24 分かりやすい説明の仕方研修

23
23

【書くスキル】
25 ビジネス文書研修
26 論理的で分かりやすい文書の書き方研修
27 ビジネス文書レベルアップ研修～相手が唸る文書の書き方

25
25
26

14
14
15
15
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Ｉｎｄｅｘ
■テクニカルスキル
【生産性向上】
28 （若手向け）仕事の進め方研修～ＰＤＣＡを強化する
29 タイムマネジメント研修
30 仕事の生産性向上研修
～「デキる人」に共通する考え方や行動を取り入れる
31 組織のタイムマネジメント研修
32 管理職研修～「仕組み作り」で実現させる生産性向上編

■コンセプチュアルスキル
【考えるスキル】
44 ロジカルシンキング研修
45 クリティカルシンキング研修

43
43

29
29
30

【企画開発スキル】
46 企画力研修～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ
47 ラテラルシンキング研修
48 ビジネスモデル企画研修

45
45
46

【ファシリテーション】
33 分かりやすい資料の作り方研修～ワンペーパーで伝える編
34 ファシリテーション研修
35 ファシリテーション研修～会議を決める合意形成力強化編

32
32
33

【問題解決力】
49 なぜなぜ分析～考えるクセをつける
50 問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する
51 変革リーダー研修

48
48
49

【リスク管理】
36 （半日研修）コンプライアンス研修
～個人情報保護、情報セキュリティ、ＳＮＳのリスクを知る編
37 （管理職向け）コンプライアンス研修～組織における不祥事防止
38 リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法を学ぶ

35
35
36

【メンタルヘルス】
39 メンタルヘルス研修～セルフケア
40 レジリエンス研修
～しなやかにストレスと向き合い、回復力を身につける
41 メンタルヘルス研修～ラインケア
【ハラスメント】
42 ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを生まない職場づくり
43 事例で学ぶハラスメント防止研修
～管理職としてパワハラのもたらす損害について考える

28
28

38
38
39

■その他
【ポスト・コロナ★最新作★】
52 （リーダー向け）ポストコロナ・ウィズコロナ時代の働き方研修
～「主体者」 と「新たなゼネラリスト」の育成
53 リーダーシップ研修
～ポストコロナ・ウィズコロナ時代の強いリーダー
54 ポストコロナ・ウィズコロナ時代のマネジメント研修
～業務の標準化とディレクションの手法を学ぶ
55 ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経営戦略研修

51
51
52
52

41
41
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ビジネスマインド

6

階層別
1.ビジネス基礎研修（１日目／２日間）

ビジネスマインド

（２日目／２日間）

◆ねらい

・１日目…（午前）社会人の常識と心構え
（午後）ビジネスマナーの基本

◆プログラム案

・２日目…（午前）ビジネスマナー（電話応対・訪問・来客応対）
（午後）チームに貢献する仕事の進め方

時間
午前

◆プログラム案
時間
午前

内容
１．はじめに ～セルフチェック
＜社会人に求められるマインドや行動についてチェックシートを用いて確認する＞
２．社会人としての考え方
＜学生と社会人との違いを理解したうえで、社会人としての考え方を学ぶ＞
（１）学生と社会人との違いを考える
【ワーク】学生と社会人との違いについて具体的に考える
（２）仕事を通じて、社会と関わる
（３）チームの一員として働く
（４）組織で求められる人材とは

午後

手法
講義
ワーク
講義
ワーク

３．社会人としてのルールの遵守① ～社会のルール
＜社会人になるにあたって守るべき社会のルールを学ぶ＞
（１）コンプライアンス（法令遵守）
（２）新人にとってのコンプライアンス
（３）ＳＮＳの使い方
【ワーク】ＳＮＳの使い方についてチェックする

講義
ワーク

４．社会人としてのルールの遵守② ～職場のルール
＜社会人になるにあたって守るべき職場のルールを学ぶ＞
（１）社会人として守るべき職場のルールを考える
【ワーク】出勤や休憩等の場面を想定し「気を付けるべきこと」「守るべきルール」を考える
（２）出勤時のポイント
（３）勤務中のポイント
（４）外出・休憩時のポイント
（５）退勤時のポイント
（６）社外でのマナー
（７）健康管理の徹底 ～健康管理も仕事の一部
【ワーク】健康管理のために何をしたらよいか考える
（８）休暇のとり方
（９）遅刻しそうな時 ～ただちに電話で連絡

講義
ワーク

５．ビジネスマナー① ～社会人としての基本動作
＜ビジネスマナーの意義を理解し、基本動作を習得する＞
【ワーク】出勤や休憩等の場面を想定し「気を付けるべきこと」「守るべきルール」を考える
（１）第一印象の重要性
（２）身だしなみ ～「ふさわしい」身だしなみを確認する
【ワーク】自分の「服装」を通して相手に受け取ってほしい印象について考える
【ワーク】ペアになってお互いの身だしなみをチェックする
【参考】クールビズの身だしなみ
（３）表情・あいさつ
【ワーク】笑顔の練習をする
（４）態度
（５）お辞儀の種類とポイント
【ワーク】お辞儀の練習をする

講義
ワーク

６．ビジネスマナー② ～言葉遣い・敬語
＜ビジネスパーソンとしての言葉遣いと、敬語の正しい使い方を知る＞
■言葉遣いの基本
【ワーク】会話文を読み、不自然だ、適切でないと感じる言葉遣いに下線を引く
【ワーク】基本的な言葉遣いを声に出して練習する

７．ビジネスマナー③ ～電話応対
＜電話応対の心構えと、電話の受け方・かけ方をワークで習得する＞
（１）電話応対の３つの鉄則 ～組織の顔として、相手に配慮する
（２）電話応対の基本フロー
（３）電話応対の基本① ～電話の受け方・取り次ぎ方
【ケーススタディ】こんなときどうする：外出中の社員宛にかかってきた訪問日程変更の伝言を承る
（４）ビジネス電話でよく使われる表現
（５）担当部署が違う電話の応対
【参考】伝言の書き方
（６）電話応対の基本② ～電話のかけ方
８．ビジネスマナー④ ～来客応対・訪問時のマナー
＜組織の代表として行う対外マナーの基本を実践を通して学ぶ＞
（１）来客応対の基本姿勢
（２）来客応対の基本マナー
（３）ご案内の仕方
（４）席次
（５）名刺交換
【ワーク】名刺交換の練習をする
（６）お見送りの際の気配り
（７）訪問の基本マナー
【ロールプレイング】受付での対応から応接室での名刺交換までを行う

午後

講義
ワーク

内容

手法
講義
ワーク

講義
ロールプレイング

９．チームに貢献する仕事の進め方
＜新人が仕事を進めるうえで重要な考え方や判断軸、ホウレンソウについて学ぶ＞
（１）新人の仕事の進め方
（２）仕事の指示を受ける
【ワーク】仕事の指示を聞いてメモを取り、質問事項を考える
（３）計画を立てる① ～方法と時間を確認する
（４）計画を立てる② ～仕事をするうえでの判断軸「ＱＣＤＲＳ」
【ワーク】上司の指示をQ（品質）、C（コスト）、D（納期）、R（リスク）、S（セールス）の
観点から留意点を考え計画を立てる
（５）計画を立てる③ ～コストを意識する
（６）仕事を始める
（７）中間報告① ～タイミング
（８）中間報告② ～報告・連絡・相談とは
【ワーク】上司に自分のミスについて、どのように報告するか考える
（９）終了報告前のチェック
【ワーク】営業交通費精算書の誤りを探す
（１０）終了報告
（１１）仕事を振り返る

講義
ワーク

１０．報告演習
■上司の留守中におきた内容（コピー機の故障、受電、顧客対応等）について、帰社した上司
に報告する
【ワーク①】状況の整理：報告すべき内容と優先順位を考える
【ワーク②】報告：２人１組になり上司役と新人役に分かれ、口頭で状況を報告する
【ワーク③】ワーク②での気づきをまとめる

ワーク

１１．まとめ
■宣誓書の作成
職場で「これだけは必ず実行するもの」を書き出し宣誓する

ワーク

■付録１．社会人のキャリアについて考える
■付録２．ハラスメントとは
■付録３．メールのマナー
■付録４．メンタルタフネス
■付録５．新人のクレーム対応

7

階層別
2.新人フォロー研修

3.若手社員研修～主体性の発揮

◆ねらい

◆ねらい

～入社してからの経験や悩みを共有しながら、自分が目指すビジネスパーソン像を考える
入社してからこれまでを振り返り、仕事で感じていることを受講者同士で共有することで、現在の自分を客観的につ
かんでいただきます。その上で、プロフェッショナルとしての要件を理解し、自分に不足している
点を理解します。また、仕事を進める上で欠かせない、PDCAサイクルや、ホウ・レン・ソウ、時間管理の手法を演習
を通じて習得していただきます。最後に、『明日から取り組める目標』を立てて、目指す社会人像に向かって、第一
歩を踏み出していただきます。

ビジネスマインド

本研修では、若手社員(入社３～５年目）としての立場・役割を認識し、現状の能力を踏まえて、これからの
自分に求められる仕事の進め方を学ぶとともに、明日から即実行出来る目標を立てていただきます。
１．これまでの仕事を振り返り、客観的に自分の立ち位置を把握する
２．入社３年～５年目社員としての立場・役割を認識する～主体性の発揮
３．主体性を発揮する上で必要な判断基準、仮説思考、業務改善手法を習得する
＊本研修は、２０代後半(入社３～５年程度）までの若手社員の方を対象とした研修です。
◆プログラム案

◆プログラム案
時間
午前

午後

内容

手法

１．今までの仕事ぶりを振り返る
（１）これまでの仕事ぶりを振り返る
（２）上司や先輩からの期待を考える
（３）業務が慣れてきた段階で陥りがちな罠

講義
ワーク

２．仕事の捉え方（振り返り）
（１）求められる役割を認識する （２）仕事はチームワークが大事
（３）仕事発生から終了までの流れ
【ワーク】自分が今できていることと、できていないことを洗い出し

講義
ワーク

３．仕事を進めるＰＤＣＡサイクル
■ＰＤＣＡサイクルとは

講義

４．計画を立てる ～ＰＬＡＮ
（１）目標を明確にする （２）成果物をイメージする （３）仕事を洗い出す
（４）スケジュールを立てる （５）大事なのは「筋書き」と「予測能力」

講義

５．実行する ～ＤＯ
（１）正確・迅速に実行する （２）主体的に行う

講義

６．振り返る ～ＣＨＥＣＫ
（１）結果を評価する （２）行動や状況を思い出す
（３）上手くいったことを確認する （４）問題を洗い出す （５）原因を追究する
（６）改善策を立てる

講義

７．改善する ～ＡＣＴＩＯＮ
（１）良い結果を習慣化する ～レベルアップ
（２）再計画する ～新しい計画 （３）方法を変える ～計画の修正

講義

８．仕事の仕方を見直す
【ワーク】ＰＤＣＡサイクルの段階ごとに、自分の仕事の仕方を見直す

ワーク

９．仕事をスムーズに進めるコミュニケーション
（１）コミュニケーションはねじれて伝わる
（２）コミュニケーションにおける心構え ～結果に責任を持つ

講義

１０．ホウ・レン・ソウ（振り返り）
【ワーク】仕事において「ホウ・レン・ソウ」しなくてはいけないことを洗い出しましょう

ワーク

１１．質の高い仕事をするためのコツ
（１）時間を有効に使う～タイムマネジメントの原則
（２）仕事の優先順位をつける （３）時間の無駄をなくす

講義

１２．明日から動こう ～自分の目標設定とアクションプラン作成
（１）３カ月後に達成すべき「目標」を１つ設定
（２）いきなり１００ではなく、１つずつステップアップする姿をイメージ
（３）今日から開始する「アクションプラン」作成

ワーク

時間

内容

手法

午前

１．これからの役割を考える
（１）今後求められる役割を多面的に考える
【ワーク①】あなたが上司・先輩だったら、若手社員に今後どのようなことをしてほし
いと考えるか
【ワーク②】あなたが後輩だったら、若手社員にどのようなことを求めるか
（２）若手エース級社員に求められる役割
（３）現状を受け入れる

講義
個人ワーク
グループワーク

２．主体的行動のためのスキル① ～目的意識
（１）目的を理解することが「主体性」発揮のスタート
【ワーク】普段行っている仕事をあげて、その仕事の目的を書き出す
（２）仕事の目的を常に意識する
（３）「目的」「目標」「手段」の違い
【ワーク】「仕事の目的」が、「手段」や「目標」になっていないか考える

講義
個人ワーク
グループワーク

午後

３．主体的行動のためのスキル② ～仮説思考
（１）主体的に行動するために ～「先を読む」
（２）仮説を持って業務にあたる
（３）「仮説思考」と「ＰＤＣＡサイクル」
（４）「主体的」とはＰＤＣＡを繰り返せること
（５）仮説構築の基本は「ゼロ」から
【ワーク①】仕事の目的を意識している例を参考に仮説を考えてる
（６）仮説を立てたら「やり抜く」
【ワーク②】「普段行っている仕事」で書き出した仕事の仮説を立て直す
４．主体的行動のためのスキル③ ～判断基準
（１）主体的行動とは「判断」基準を持つこと
【ケーススタディ】「課長からの依頼」
（２）ビジネスの基本となる判断基準 ～ＱＣＤＲＳ
【ワーク】ＱＣＤＲＳの枠組みで確認すべきことを検討する
（３）優先順位を決める判断基準 ～重要度×緊急度
【ワーク①】「緊急度」と「重要度」で質問を整理してる
【ワーク②】それぞれの質問に優先順位をつけてみる
【ワーク③】スケジュールを立ててみる
５．組織全体に関わる身近な改善に取り組む
（１）改善活動への取り組み ～４つのルール
（２）身近な「もう少し」と、その原因を考える
【ワーク】①「改善の余地」があるもの（もう少しだと思うこと）をどんどん書き出して
みる②どうして「もう少し」のままなのか、その原因を考える
（３）「もう少し」をどのように改善するか

講義
個人ワーク
グループワーク

講義
個人ワーク
グループワーク

講義
個人ワーク

講義
個人ワーク

６．「周囲を巻き込んだ取り組み」へスケールアップ
【ワーク】周囲から協力を得るにはどのような対応や行動が必要か
（１）上司や同僚、後輩を巻き込む力
（２）周囲を納得させるための目標設定
７．明日からの目標を考える
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4.壁を乗り越える研修

5.中堅社員向けオーナーシップ研修

◆ねらい

◆ねらい

入社１年目～３年目で、自信がなく仕事へのモチベーションが下がっている方が対象を対象とした、これまでの社会人
生活、学生生活を含め人生を振り返ってもらい自信をつけていただく研修です。
研修の中では、壁をチャンスと捉えるためのポイントとして「考え方の切り替え」をお伝えいたします。
また、これからの組織を担う人材として一人の活動に留まらず組織で取り組むための視点をお伝えします。
◆プログラム案
時間

午前

中堅社員として自身の担当する仕事だけではなく、チーム全体の仕事や課題にも「当事者意識」を持って関わって
いくマインドを養成し、そのために必要なコミュニケーションスキルを習得する研修です。

◆プログラム案
内容

１．自分に求められている役割を考える
（１）多面的に考える～立場を変えて役割を考える
【ワーク】組織・上司はあなたにどんな役割を期待しているか
（２）自分に求められる役割とは何か
（３）役割を積極的に受け入れる
２．今まで乗り越えた壁を振り返る
（１）今まで自分が受けた厳しい体験（壁）について振り返る
【ワーク①】学生時代を振り返る
例： クラブ活動、勉強、受験 等
【ワーク②】社会人になってから
例： クレーム、上司からの指導、異動 等
（２）壁を「チャンス」と捉えるか、「できない言い訳」にするか

午後

ビジネスマインド

３．壁を乗り越えるためのモチベーション管理
（１）考え方を切り替える① ～ＡＢＣ理論
（２）考え方を切り替える② ～得られるもの・失うものを理解する
（３）考え方を切り替える③ ～思考のクセを知る
【ワーク】落ち込んだ時の「否定的な考え方」を書き出し、肯定的に捉えるとどんな考え
方ができるかを記入する
（４）失敗してもすぐ「復活」する① ～気持ちを切り替える方法を持つ
（５）失敗してもすぐ「復活」する② ～ポジティブな考え方は「健康」から
４．ワンランク上の仕事をするためのマインドセット
【ワーク】会社からみて「プロフェッショナルな社員」とはどのような社員か
（１）プロフェッショナルな社員とは
【参考】プロフェッショナルになるための目標の立て方
（２）ステップアップに向けた姿勢
（３）業務に慣れてきた段階で陥りがちな罠
５．ＰＤＣＡ ～成果を出すための仕事の進め方
（１）ＰＤＣＡとは
（２）事前確認と計画を立てる（Ｐｌａｎ）① ～仕事の全体像を掴む
（３）事前確認と計画を立てる（Ｐｌａｎ）② ～仕事の目的を常に意識する
（４）事前確認と計画を立てる（Ｐｌａｎ）③ ～利害関係者の視点で考える
【ワーク】利害関係者に及ぼす影響について考える
（５）実行する（Ｄｏ）
（６）振り返る（Ｃｈｅｃｋ）
（７）改善する（Ａｃｔｉｏｎ）
（８）ＰＤＣＡは過不足なく
（９）ＰＤＣＡサイクルは回し続けることが大切
【ワーク】自分のPDCAを振り返る
【参考】タイムマネジメントとPDCA

手法

時間

講義
個人ワーク
グループワーク

午前

講義
個人ワーク
グループワーク

講義
個人ワーク
グループワーク
午後

講義
個人ワーク
グループワーク

講義
個人ワーク
グループワーク

内容

手法

１．組織が中堅社員にもとめるものとは
（１）立場を変えて考える中堅社員の役割
【ワーク①】自分が期待されている役割を考える
【ワーク②】洗い出した期待されている役割および気づいたことを共有する
（２）“居心地のいい”現状から一歩踏み出す
（３）求められる“プラスアルファ”の貢献力

講義
個人ワーク
グループワーク

２．仕事に求められるオーナーシップ
【ワーク】質問に対して、普段の自分の傾向を回答する
（１）オーナーシップとは何か
（２）オーナーシップがある人の行動
【ワーク】自身のオーナーシップ度を振り返る
（３）オーナーシップを発揮するための要件
（４）オーナーシップを育む組織風土
【ワーク】「オーナーシップを育む環境」という観点で考えた時、所属する組織
は何点だと思うか。また、その理由について記述する

講義
個人ワーク
グループワーク

３．上司・先輩とのかかわり方
（１）フォロワーシップとは
（２）よきフォロワーに求められる要件
（３）上司を知り、信頼関係を構築する
【ワーク】自分の上司・先輩が、それぞれがどのような判断軸を持っているの
かを具体的に記述する

講義
個人ワーク

４．後輩とのかかわり方
（１）後輩指導を通してチームの中核人材となる
（２）昔も今も、後輩指導の基本は「率先垂範」
（３）後輩の仕事に関心を持つ
【ワーク】後輩について、「主たる業務」「必要なスキルとその習得状況」
「後輩が課題だと感じていること」をそれぞれ具体的に書き出す
（４）アドバイスの仕方 ～ベクトルを揃え、期待水準を示す
（５）成長を促す関与の仕方

講義
個人ワーク
グループワーク

５．チーム内での役割 ～周囲を巻き込む中核になる
（１）“自分事”の領域をチーム全体に広げる
（２）周知力 ～チームにおけるハブとなる
【ワーク】周知力をアップさせるための工夫やノウハウを共有する
（３）調整力 ～カギとなるインフォーマルコミュニケーション
（４）関与力 ～おせっかいと越権行為の奨励

講義
個人ワーク
グループワーク

６．まとめ

６．まとめ
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階層別
6.中堅社員研修～フォロワーシップ

ビジネスマインド

7.サーバント・リーダーシップ研修

◆ねらい

◆ねらい

管理職と現場の架け橋となる中堅社員は、まさにフォロワーシップが求められるポジションになります。部・チームの中核
として成果に貢献することが、 今後の自らの成長にもつながります。
本研修では、管理職を補佐する中堅社員に求められるスキルを、コミュニケーションスキル、仕事の管理力、リスクマネ
ジメントの３つの視点から強化することで、中堅社員のレベルアップを目指します。

本研修では、まずリーダーになることについて受け入れていただきつつ、自分なりのリーダー像を考えていただきます。その
うえで、リーダーとしてメンバーをまとめるためのスキルや手法を学んでいただきます。チームを率いる存在となるべく、はじ
めてリーダーになる方にも、これからリーダーとして活躍していきたい方にとっても有益な研修です。

◆プログラム案

◆プログラム案

時間
午前

内容
１．中堅社員に求められる役割
（１）立場を変えて考える中堅社員の仕事
【ワーク】自分が部下だったら、中堅社員に望むことは何か
【ワーク】自分が上司だったら、中堅社員に望むことは何か
（２）中堅社員の役割＝関係構築の中心 ～リーダーでありフォロワー
（３）上司とフォロワーは共通目標を共有する仲間
（４）よきフォロワーに求められる要件
（５）フォロワーのタイプ
①パートナー（支援：高、提言：高）
②実行者（支援：高、提言：低）
③個人主義者（支援：低、提言：高）
④従属者（支援：低、提言：低）
【ワーク】自分はどのタイプにあてはまるか
２．フォロワーとして上司を補佐する
（１）上司と接する目的 ～上司とのコミュニケーション
（２）上司の判断軸を理解する
【ワーク①】よく口にする「キーワード」から上司の判断軸を考える
【ワーク②】上司の判断軸を理解するには、何を心がけるべきか
（３）上司の判断を助けるホウ・レン・ソウ

手法

時間

講義
ワーク

午前

講義
ワーク
午後

午後
３．リーダーとして後輩を指導・支援する
（１）業務指示の４要素
（２）報告のさせ方・相談の受け方
（３）進捗確認
（４）フィードバック ～「ほめる」と「叱る」
【ワーク】後輩のほめるところを発見する
（５）チームメンバーに動いてもらうコミュニケーション
４．業務推進者としての問題発見力
（１）問題発見解決の具体的な手順
（２）問題の考え方
（３）問題点の発見
【ワーク】６つの視点から現在の業務を分析する
5．まとめ
【ワーク】研修を踏まえ、考えたこと・改善したいことを整理し、自身の変革
プランを立て、３カ月の計画を策定する

講義
ワーク

講義
ワーク

ワーク

内容

手法

１．リーダーとは
（１）リーダーについて考える
【ワーク】あなたが考えるリーダーのイメージとはどのようなものか考える
（２）リーダーは「役割」である
（３）リーダーとメンバーの関係
（４）外から見たリーダーの立ち位置
【ワーク】ここまでの内容をふまえ、気づいたことや感じたことを整理する

講義
ワーク

２．リーダーが直面する「ありがちな失敗」
（１）事例１：「部下に意見されるようではリーダー失格？」
【ワーク】事例を読み、自身の経験や似たような人の事例があれば共有し、Ａさん
のどこに問題があるのか考える
（２）事例２：「リーダーなんだからみんなを引っ張っていかないと...」
【ワーク】事例を読み、自身の経験や似たような人の事例があれば共有し、Ｂさん
のどこに問題があるのか考える
（３）事例３：「結果で評価してやらないとフェアじゃない？」
【ワーク】事例を読み、自身の経験や似たような人の事例があれば共有し、Ｃさん
のどこに問題があるのか考える

講義
ワーク

３．部下との関係を構築する
（１）今の時代に求められるリーダーの在り方とは
（２）ソーシャルスタイルと志向するリーダーシップの関係
（３）サーバント・リーダーシップとは何か
【ワーク】自分自身、あるいは過去に関わった人の行動のうち、サーバント型だと思う
部下への関与のし方について共有する
（４）部下が自ら動きたくなる指導とは
（５）「個」と向き合う姿勢
（６）タイプ別の部下の支援の仕方
【ワーク】メンバーに対して、それぞれの特徴をふまえたうえで、指導する際の工夫を
考える
【ワーク】部下のモチベーションを損なわない接し方に関連する、自身の経験を共有
する

講義
ワーク

４．チームで成果を上げる
（１）まずチームの「ミッション」を伝えよ
【ワーク】自分のチームのミッションを部下に簡潔に伝えるとすればどのように伝えるか
（２）メンバー構成と分担の考え方
（３）育成と支援のメリハリをつける
【ワーク】現在の業務分担の再確認
５．行動宣言～自分らしいリーダーを目指して

講義
ワーク

ワーク
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階層別

ビジネスマインド

9.段取り研修

8.リーダーシップ研修

◆ねらい

◆ねらい
リーダーになると、これまでのプレイヤーとしての仕事の仕方とは求められるものが異なってきます。
新たなステージに立つリーダーにとって必要な心構えや実践すべき具体的な行動論を研修の中でご理解いただ
き、 リーダーとしての成果を出すための行動計画を作成いただきます。
・周囲から求められる役割と、様々なリーダー像を踏まえ、自らが目指すリーダー像を定義します。
・正しい仕事の進め方と部下の信頼を得るコミュニケーションの方法を習得します。
◆プログラム案
時間
午前

管理職に求められる役割を、上司・部下の視点から改めて認識します。そのうえで、成果をあげる管理職に必要な
３つのマネジメントスキル「①部下指導・育成力、②業務管理力（推進・改善・目標管理） 、③リスク管理力」
を習得していただきます。
◆プログラム案
時間
午前

内容
１．求められる役割
（１）多面的に考えるリーダーの仕事 ～立場を変えて考える
【ワーク】自分が上司だったら、リーダーに望むこと・してほしいことは？
【ワーク】自分が部下だったら、リーダーに望むこと・してほしいことは？
（２）求められる立場と役割 ～３つのポジション
（３）部署における自分の立場を考える

手法

３．職場リーダーの「仕事力」
（１）仕事の進め方の原則
（２）管理とは何か ～ＰＤＣＡについて
（３）部下を巻き込む
【ワーク】情報共有方法をグループでメンバーで情報交換する

４．リーダーに求められるコミュニケーションスキル
（１）理想の「職場リーダーのコミュニケーション」とは何か
【ワーク】自分の成長を支援してくれた上司が、自分にしてくれたことは？
（２）コミュニケーションの土壌を作るひと工夫
（３）思いを相手に伝える
（４）チームメンバーに動いてもらうコミュニケーション
５．自己改善計画の立案
【ワーク】自身の変革プランを立てる

１．管理職とは
（１）上司（組織）や部下（広い意味で） は我々に何を求めているのか
（２）管理職に求められる役割

手法
講義
ワークを
適宜実施

２．指導・教育のポイント
（１）指導・教育の目的
（２）指導・教育の意義
（３）人が育つ職場づくり
（４）仕事の教え方・指示の出し方
（５）指示を確認する、常識をすりあわせる
【参考】上司と部下の間に広がる「常識の差」
（６）ほめ言葉が人を動かす ～効果的なほめ方
【ワーク】 部下のほめるところを発見する
（７）「指導する（注意する）」ということの理解
【ワーク】 「言いにくいこと」を言い換える
（８）部下とのコミュニケーションの基本① ～ 部下に声をかける
（９）部下とのコミュニケーションの基本② ～ 部下との対話の重要性
（１０）年上の部下の対応

講義
ワークを
適宜実施

２．求められるリーダー像とは
（１）近年求められるリーダー像
（２）リーダーシップを考える
（３）リーダーシップの４類型
【ワーク】様々なリーダー像を参考に、自分が目指すリーダー像を明確にする
午後

内容

３．業務推進
（１）業務推進の基本 ～管理職としてあるべき仕事の仕方
（２）管理職に必要なスケジュール管理 ～逆算思考
（３）人員配置（アサイン）の仕方
午後

４．業務改善
（１）業務改善の基本
①業務改善は管理職が推進する
②業務改善を成功させることは、リーダーシップへの第一歩
③小さな一歩から ～早めの成功を目指し、改善グセをつける
④コストは積み上げを理解する
⑤徹底的に実施すること
（２）３ステップでスケジュールを立てる ～業務改善の進め方
（３）業務改善の手順
（４）管理職としての改善対象の見つけ方
（５）改善の実現方法を考える ～「はじめ」と「終わり（ゴール）」について
（６）対策をチェックする５つの判断ポイント
・効果、実行可能性、コスト、現場規則、人間関係
（７）改善を定着させる
【ワーク】自組織の業務改善策と改善企画案（３カ月間）の作成
５．リスク管理（リスクマネジメント）とは
（１）管理職がすべきリスク管理とは
（２）迅速な対応のために整備すべきもの
（３）初動の心構え
・先頭に立って、トップダウンで、冷静に指揮を取る 等
（４）リスクを顕在化させないための工夫
・「ひょっとしたら」を放置しない、「異常なし報告」を奨励 等
（５）組織的リスク管理体制をつくる ～組織的なリスク管理を行うポイント
（６）月１回１時間のリスク対策会議で、リスクを大幅削減する
（７）リスクの予測と評価の演習
【ワーク①】リスクの顕在化直後の対応および顕在化させない工夫を考える
【ワーク②】リスクの優先順位をつける
【参考】労務管理の基本
安全配慮義務、３６協定、休日の取り扱い等における注意点等
６．まとめ
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階層別
10.管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

11.上級管理職研修
◆ねらい

◆ねらい
課長以上、または同等以上の現任管理職向けの研修で、管理職としての心構えを再認識するとともに求められ
る①組織②業務③カネ（予算）④人の４つのマネジメント項目と管理職のPDCA管理の手法を習得します。
◆プログラム案
時間
午前

ＳＮＳの影響によって巨大企業の業績が急落したり、グローバルスタンダードを順守しないと仕事ができなくな
ったりなど、経営環境がかつてないほどに激変しています。もはや、前例を踏襲していくだけでは企業、組織を
守り、大きく成長させることは困難です。そんな現代の部長が持つべきマネジメント能力を向上させる研修です。
部長の主たる仕事を①リスク管理 ②業績拡大 ③新しい事・変革 ④組織デザインと定義し、あわせて、経営
数字の捉え方、組織マネジメントの手法などを身につけます。
◆プログラム

内容
１．管理職に求められるマネジメントとは
【ワーク】①あなたが部下であれば、上司である管理職に何を求めますか
②あなたが上司であれば、部下である管理職に何を求めますか
２．管理職の役割と行動基準
（１）管理職の役割 （２）管理職の行動基準
３．管理職の業務
（１）マネジメント項目
①組織 ②業務 ③人
（２）ＰＤＣＡサイクル
（３）【ワーク】管理職としての仕事のしかたを振り返る

午後

ビジネスマインド

４．組織のマネジメント
（１）組織目標の設定
①SMARTの法則 ②課題の緊急度と重要度を定義する（文章化する）
（２）組織目標の共有
①納得させる ②繰り返し語る ③熱く語る ④PDCAサイクルに組み込む
（３）組織体制
５．業務のマネジメント
（１）業務分担の決定 （２）適切な業務指示
（３）業務の進捗確認
【ワーク】業務指示の要素に沿って業務指示の出し方を振り返る
（４）業務改善
（５）リスクマネジメント
６．人のマネジメント
（１）人材意育成の意義 （２）組織理念・仕事の本質の徹底
（３）OJTはプロジェクトであることを理解する
（４）OJTの進め方 （５）OFF-JTの活用
（６）部下の主体性を引き出すホウ・レン・ソウの受け方
（７）フィードバックする
７．まとめ
【ワーク】明日から実行しようと思うことを挙げて、各自発表して下さい

手法

時間

講義
ワークを
適宜実施

1日間

内容

手法

１．部長の仕事
（１）社長が部長に求める仕事
【参考】係長・課長・部長の違い
（２）部長が持つべき資質
【ワーク】貴社（貴組織）の事業の本質は何か
（３）部長としての判断軸

講義
個人ワーク

２．業績に対する考え方
（１）経営者マインド ～経営環境によらず前年比３割増しを求めるのがトップ
（２）部長に求められる業績拡大力 ～３割増の業績を実現する
（３）業務改善を通じて８割の資源で仕事を回す
（４）イノベーションで業績を拡大する
（５）ＲＯＥ／ＲＯＩ向上意欲 ～投資対効果に気をつける

講義
個人ワーク

３．経営数字の見方
（１）比較で覚える損益計算書の見方、改善の方法
【ワーク】損益計算書を比較する
（２）比較で覚える貸借対照表の特徴と見方
【参考】これだけは知っておく
（３）キャッシュフロー計算書の見方
（４）損益分岐点の見方

講義
個人ワーク
グループワーク

４．新施策の進め方
（１）「去年とすべて同じ」は経営者が一番嫌うこと
（２）部長が進める新しいこと
【ワーク】外部環境分析から見つけた注意すべきことを書く

講義
個人ワーク

５．勝ち続ける組織を作る～計算された組織作り
（１）組織構築戦略の基本
（２）部下育成 ～教育で強い組織を作る
（３）部下が育つ仕組み作り ～教育をプロデュースする
（４）部長の日常指導 ～日常指導のなかでモチベーションを上げる
（５）部下の管理職に求めるもの
【参考】権限移譲する時のポイント
【ワーク】課長の育成計画を作る

講義
個人ワーク

６．部長のリスクマネジメント
（１）業績に影響する社内外のリスク・環境変化把握
（２）コンプライアンス事故（社会問題化する不祥事）を防ぐ
（３）部長として意識すべき組織のリスクと対策
（４）組織的リスク管理体制を作る ～組織的リスク管理を行うポイント
【ワーク】想定される環境変化とリスク、それへの対応を考える

講義
個人ワーク

【参考】リーダーへの言葉
７．まとめ

12

キャリア開発

13

階層別
12.２０代向けキャリアデザイン研修
～Ｍｕｓｔ・Ｃａｎ・Ｗｉｌｌでキャリアを考える

キャリア開発

13.３０代向けキャリアデザイン研修
～主体的かつ戦略的にキャリアを考える
◆ねらい

◆ねらい
主体的なキャリア形成の重要性を知っていただくとともに、 他の受講者とのワークショップを通じて境遇を好機と捉え、
貪欲にスキルアップをめざすことの大切さを理解していただきます。 具体的には、Ｍｕｓｔ（求められていること）・
Ｃａｎ（できること）・Ｗｉｌｌ（やりたいこと）の観点から、今後の展望を整理・明確化していただきます。
戦略的なキャリア形成の手法を学ぶだけでなく、予期せぬ出来事を積極的に取り込みながら、意図的、計画的にス
テップアップの機会へと変えていくという考え方を学んでいただきます。変化の激しい時代の中で「偶然の出会いや出
来事を生かすキャリアづくり」に大変役立ちます。

「仕事」「ライフ」「お金」の観点から、今後の「キャリア」を主体的に考えることで、仕事に対するモチベーションを高めます。
①低成長時代の現代は、ただ会社・組織に属しているだけでは厳しい時代であり、先を見据えたスキルアップが必要
②現在・５年後・１０年後という３つの視点から自分に求められる役割を考える
③２０代から６０代までの年代別キャリアを「仕事面」「生活面」「経済面・資金面」の３つの面から知ることができる
④今後３０年を具体的に考える
◆プログラム案

◆プログラム案
時間
時間

午前

内容

１．戦略的にキャリアを考える
【ワーク①】現時点での自分のキャリア観を3択から選ぶ
【ワーク②】自分のキャリアデザインについて知りたいことを書き出す
（１）ワーク・ライフ・マネーバランスでキャリアを考える
（２）主体的なキャリア形成が仕事人生を充実させる
（３）スペシャリスト志向とゼネラリスト志向
（４）上昇志向とＱＯＬ（クオリティオブライフ）

手法

午前

講義
ワークを
適宜実施

午後

４．戦略的にスキルを身につける ～Ｃａｎ
（１）現時点でのスキルの棚卸
【ワーク】これまでの経歴の中で身につけたものを棚卸する
（２）戦略的にスキル習得を図る
（３）偶然を能動的に活かす ～プランド・ハプンスタンス・セオリー
【ワーク】これまでに自分のキャリア形成に影響を受けた人や機会を共有する

５．自分が本当にやりたいことを見つける ～Ｗｉｌｌ
（１）自分をモチベートするもの
【ワーク①】何をしたり考えたりしている時に一番わくわくするかを考える
【ワーク②】前向きな気持ちやわくわくする気持ちをより具体化して、持続的なモチ
ベーションにつなげられるよう、「目標」として仮設定する
（２）自分のありたい姿を考える
【ワーク】5年後のありたい姿と、そのために今からすべきことは何かを考える
６．まとめ ～明日から動こう
（１）今のキャリアのステージをイメージする
（２）今後取り組むことを具体的に３つ決める

１．戦略的にキャリアを考える ～主語は「自分」
【ワーク】キャリアを考えるにあたり、不安に思っていることを共有する
（１）ワーク、ライフ、お金のバランスをとる
（２）キャリアを意識する時代の到来
（３）自分の人生は「自分」で充実させる
（４）人生１００年時代、揺るがない戦略が鍵となる

手法

講義
ワークを
適宜実施

２．キャリアは上下・左右で考える

３．「自分」を深掘りして考える
（１）スキルの棚卸をする ～自分の「今」を客観的に知る
【ワーク①②】社会人になってからこれまでを振り返り、仕事の棚卸と身についたスキ
ルの洗い出しをし、グループ内で発表する
（２）自分に求められる役割を理解する
【ワーク①②】自分に求められていることを、現在・５年後・１０年後の視点で考え、
共有する

２．Ｍｕｓｔ・Ｃａｎ・Ｗｉｌｌでキャリアを考える
（１）Must・Can・Willの３つの重なりが成果となる
（２）キャリアを通じたMust・Can・Willのバランスの変化
【ワーク】自分の今の「Ｍｕｓｔ・Ｃａｎ・Ｗｉｌｌ」の関係を表現し、グループで
共有し、この先の展望を話す
３．期待される姿に「自分」を近づける ～Ｍｕｓｔ
（１）あらためて自分の置かれた立ち位置を考える
【ワーク】「会社」「社会」「家族」の視点から自分を取り巻く環境を分析する
（２）自分に求められる役割を理解する
【ワーク】自分に求められていることを、現在・2年後・5年後の視点で考える

内容

午後

４．世代ごとに考える
（１）２０代前半 ～経済的に自立する・社会で通用するスキルを身につける
（２）２０代後半 ～ビジネススキル全般に磨きをかける・まだ見ぬ３０代以降の
世界に備える
（３）３０代前半 ～仕事でも家庭でも求められる役割が増す・資金計画が必
要 になる
（４）３０代後半 ～これまでの経験や培った能力・スキルを活かす
（５）４０代 ～次世代育成に転換する・第二の人生を準備する時期
（６）５０代 ～キャリアの喪失がはじまる・第二の人生の始まり
（７）６０代 ～第三の人生の始まり・ライフとワークを楽しむ時期
【ワーク】これまでの内容を踏まえ、「気づき」を共有する
５．これからを考える
（１）今後３０年を考える
【ワーク①】これから起きる未来について、具体的に現実的に書き出す
【ワーク②】今後、どの段階でどれくらいのお金が必要になるか洗い出す
（２）自分のありたい姿を考える
【ワーク①②】今後のありたい姿と、そのために今からすべきことは何かを考え、「気づ
き」を共有する
６．まとめ ～明日から動こう
（１）いきなり１００ではなく、１つずつステップアップする姿をイメージ
（２）今後取り組むことを具体的に３つ決める
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階層別
14.４０代向けキャリアデザイン研修
～ワーク・ライフ・マネーバランスを考える

キャリア開発

15.５０代向けキャリアデザイン研修
～人生１００年時代のマネー戦略を立てる
◆ねらい

◆ねらい
自己の強み・弱みや今までに培ったスキルなどをじっくり見つめ直し、成長の軌跡（キャリア）を振り返ります。その
上で、自分の望む「未来像」をイメージし、それに向かうために何を行動に起こすかを具現化します。職場を離れた
環境で、同じ世代が集結して考え語り合うことで、仕事に向き合う「姿勢」がより前向きになります。研修内容の６
割以上を占める演習の効果としては、問題解決能力やプレゼンテーション能力の向上が期待できます。

人生１００年時代のマネー戦略を立てたうえで、これからのキャリア・生き抜き方を考えていただきます。
①人生１００年時代のマネー戦略～立場や役割が変わっても、働き続けることの大切さを知る
②５０代社員に必要なスキルの理解～基礎スキルを再獲得し、これまでの経験を活かして組織を支える
③輝かしい未来は自分でつくる～ロスに備え、変わる勇気を持つ
◆プログラム案

◆プログラム案
時間
時間

午前

内容

１．戦略的にキャリアを考える ～主語は「自分」
【ワーク】不安に思っていることを共有する
（１） ワーク、ライフ、お金のバランスをとる
（２） キャリアを意識する時代の到来
（３） 自分の人生は「自分」で充実させる
（４） 人生１００年時代、揺るがない戦略が鍵となる
２．成し遂げてきたことを考える
（１） 成し遂げてきたことを考える
【ワーク①②】今まで成し遂げてきたこと、誇りに思うことを書き出し、議論する
（２） 自分に求められる役割をあらためて考える
【ワーク】組織や家族・社会からみて、自分にはどのようなことが求められているか考え
る

午後

３．各世代のワーク・ライフ・マネーバランス
（１） ４０代のワーク ～目線を上げ、組織を支える
【ワーク】４０代社員に求められる役割やスキルを考える
（２） ４０代のライフ ～健康・生活に大きな変化
（３） ４０代のマネー ～４０代はお金がかかる
（４） ５０代のワーク・ライフ・マネー ～キャリアの喪失・第二の人生の始まり
【ワーク】５０代に求められるスキルを考える
（５） ６０代のワーク・ライフ・マネー ～ライフとワークを楽しむ時期
【ワーク】ここまでの内容を踏まえ、「気づき」を共有する

４．これからを考える
（１） 今後３０年を考える
【ワーク①】これから起きる未来について、具体的に現実的に書き出す
【ワーク②】今後、どの段階で、どれくらいのお金が必要になるか考える
（２） 自分のありたい姿を考える
【ワーク】「ワーク」「ライフ」「お金」という３点について、改めて今後どうして
いきたいか、また、そのために今から何をしておくかを考える
５．まとめ ～明日から動こう
（１） いきなり１００ではなく、１つずつステップアップする姿をイメージ
（２） 今後取り組むことを具体的に３つ決める
【ワーク】今後取り組むことを具体的に３つ考える

手法

講義
ワークを
適宜実施

１日間

内容

１．５０代からのキャリアを考える
（１）ワーク、ライフ、お金のバランスをとる
（２）キャリアを意識する時代の到来
（３）自分の人生は「自分」で充実させる
（４）人生１００年時代、揺るがない戦略が鍵となる

手法

講義
ワークを
適宜実施

２．自己を理解する
（１）成し遂げてきたことを考える
【ワーク①②】今までに成し遂げてきたことや誇りに思うことを書き出し、グループで議論
する
（２）自分に求められる役割をあらためて考える
【ワーク】「組織」また「家族」から求められることを年代ごとに考える

３．５０代、６０代を理解する ～ワーク・ライフ・マネー
（１）５０代のワーク・ライフ・マネー
【ワーク】５０代に求められるスキルを考える
（２）６０代のワーク・ライフ・マネー
４．人生１００年時代のマネー戦略
（１）今から必要なお金を計算する ～現実を直視する
【ワーク】今後必要になるお金を洗い出す
視点：子ども、老後、家族の介護、葬儀、離婚、住宅 等
（２）受け取るお金を計算する ～退職金・年金だけでは不足する
【ワーク】受け取るお金を洗い出す
視点①：退職金、年金、相続 等
視点②：生活費と年金のバランス
（３）稼ぐお金を計算する ～働き続けることの大切さ
【ワーク】定年までに稼ぐお金、再雇用後稼ぐお金を計算する
（４）まとめ
【ワーク】計算した感想を共有する
５．これからを考える
（１）ロスに備える
（２）変わる勇気を持ち、一歩踏み出す
①老け込むのはまだ早い
②労働人口の減少は、人生を面白くする新たなチャンス
③積み上げてきたものを思う存分活かす
（３）輝かしい未来は自分でつくる
【ワーク】明日から取り組むこと・準備することを書き出す
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部下指導

16

ヒューマンスキル
16. OJT指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編

ＯＪＴトレーナーとして、ＯＪＴの意義を理解の上、ＯＪＴによる育成計画の策定方法を学ぶと共に実際に
「３ヵ月間の育成計画」を立て、明日からのＯＪＴに役立てていただきます。また、仕事の指示の仕方・ほめ方・
叱り方等、具体的な進め方を修得し、更にケーススタディーを通して実践力を高めていただきます。
◆プログラム案
時間

午後

17.イマドキ世代の育て方
◆ねらい

◆ねらい

午前

部下指導

◆プログラム案
時間

内容

手法

１．部下・後輩の立場になって考える
（１）当時不安だったこと
【ワーク】若手の頃に不安だったことは
（２）部下・後輩の不安を理解する～「初めての仕事」と「人間関係」への不安

講義
個人ワーク
グループワーク

２．ＯＪＴとは何か
（１）ＯＪＴとはOn the Job Training
（２）「実務能力」を習得させる
（３）「考え方の軸」を確立させる
（４）ＯＪＴの「準備」
（５）Ｏｆｆ‐ＪＴとの組み合わせ
（６）ＯＪＴトレーナーの役割
【ワーク】あなたがＯＪＴトレーナーとして、組織から求められている役割とは？
（７）ＯＪＴを始める前にやるべきこと

講義
個人ワーク
グループワーク

３．育成計画を立てる
（１）ステップごとに目標を立てる
（２）目標を細分化する
（３）指導をプロデュースする
【ワーク】部下の現状を踏まえた、３カ月間の育成計画を立てる
４．ＯＪＴの進め方
（１）指示の仕方
（２）指示した内容を確認する
（３）報告させる、相談を受ける
【ワーク】上司への報告時に、何となく気後れしてしまうことは？
（４）効果的なほめ方
【ワーク】部下のほめるところをできる限り洗いだす
（５）「叱る」ということの理解
【ワーク】注意しなければならないと思いつつ、ためらってしまうことは？
（６）不平不満の受け止め方 ～まずはきちんと聞く
５．ケーススタディ
※ＯＪＴトレーナーが悩みとして感じるよくある場面について、対応方法を検討
※ケースは受講者に合わせて設定し、事前にご相談のうえ決定
【ケース１】わがままなメンバーの場合
【ケース２】メンバーが職場を辞めたいと言ってきた場合
【ケース３】マネジメントする部下の人数が多い場合
【ケース４】何度注意しても社会人らしい格好ができない場合
【ケース５】指示・指導を理解しない場合
【ケース６】整理整頓ができない場合
【ケース７】メンバーが自分で考えない場合
【ケース８】メンバーに仕事を引き継ぐ場合
６．まとめ

ゆとり世代といわれる昨今の新人・若手についての理解を深め、彼ら、彼女らの育て方のポイントを踏まえた上で、
効果的な人材育成につながるＯＪＴでの指導法を身に付けていただきます。

講義
個人ワーク
グループワーク

講義
個人ワーク
グループワーク

ロールプレイング

午前

午後

内容

手法

１．はじめに
（１）“いまどきの若者”に対する評価とは
（２）時代とともに変わる「常識」

講義
個人ワーク
グループワーク

２．いまどきの若手世代について考える
（１）若手世代から見た時代の変化
【ワーク】１９９５年生まれの若者が育ってきた２０数年間を振り返り、彼ら彼
女らの目線からどのような考え方や価値観を持つであろうかを考える
（２）若手世代に影響を与えた３つの時代背景
（３）若手世代の特徴とそれを形作る要因
【ワーク】部下や後輩について、「ガツガツしない」「真面目で素直」「打たれ弱い」と
いったいまどき世代の特徴に思い当たるところを、グループ内で共有する

講義
個人ワーク
グループワーク

３．タイプ別の指導法
（１）安定志向度×自己主張度でみた４つのタイプ
（２）各タイプの特徴に沿った指導法
①主張的×成長志向の「上昇志向型」
【ワーク】ペアになって、自分が若手時代にやってしまった失敗談を話し、それに対し
て効果的な返答の仕方を考えるロールプレイング
②従順的×成長志向の「優等生型」
③主張的×安定志向の「マイペース型」
【ワーク】締め切りまでに仕事が間に合わせられない部下・後輩を想定し、その部
下や後輩にやらせる業務を３つ選んで、作業工程を３分割し、どの段階で何を
チェックするべきかを整理する
④従順的×安定志向の「さとり型」
【ワーク】自分の部下・後輩を「安定志向度」と「自己主張度」で分けた４タイプに
当てはめ、その部下・後輩に対して、どのような指導の仕方が効果的かを検討する

講義
個人ワーク
グループワーク

４．指導者に求められる心構えとスキル
（１）仲間としてのポジションを獲得する
（２）「４つのサポート」のバランスを意識する
【ワーク】４つのサポートについて、３段階で自己評価をしてみる
（３）信頼関係を前提に「ほめる」「叱る」
【ワーク】過去に指導を受けた上司や先輩の中で、「頑張ってこの人にほめられた
い」とか、「この人の信頼を二度と裏切りたくない」と思った人についてのエピソードを、
グループ内で共有する
（４）指導者が気をつけるべきＮＧ項目

講義
個人ワーク
グループワーク

５．ケーススタディ
ケース１：真面目で素直なのだがなかなか新しい仕事にチャレンジしようとしない
ケース２：若手同士を切磋琢磨させようとしても、助け合うばかりで競い合おうとし
ない
ケース３：自分が出ても回答できないからといって電話を取ろうとしない
ケース４：意識の低い部下を少し厳しめに指導をすると「パワハラ」を口にする

グループワーク

個人ワーク

６．まとめ
【ワーク】明日からどこに意識を置いて部下指導・育成を行っていくか、具体的に３
つに絞って書き出し、クラス内に宣言する
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ヒューマンスキル

部下指導

18. コーチング研修
◆ねらい
自主的・主体的な部下育成のために、部下の考えと行動を「引き出す」コーチングスキルを習得していただ
きます。「目標の明確化」や「選択肢の創造」といった部下へのアプローチ方法を身につけ、部下の成長と
自主性を促進します。
◆プログラム案
時間
午前

午後

内容

手法

１．コーチングとは
（１）育成における自分の役割を考える
【ワーク】部下や後輩を育成するうえで、自身の役割について考える
（２）コーチングの基本的な考え方
（３）コーチングの前提
（４）コーチングの効果
（５）｢ティーチング｣と｢コーチング｣の違い

講義
ワーク

２．コーチングにおける心構え
（１）人に対する「プラス思考」
（２）部下・後輩の長所を見つける
【ワーク】部下の日ごろの努力や成果を整理する
（３）部下・後輩の目標を定める
【ワーク】部下にやらせたい仕事、身につけさせたいスキルを考える

講義
ワーク

３．コーチングの基本プロセス～ＧＲＯＷモデル
■目標達成のフレームワーク～ＧＲＯＷモデル
①ＧＯＡＬ（目標の明確化）
②ＲＥＡＬＩＴＹ（現状把握）
③ＲＥＳＯＵＲＣＥ（資源の発見）
④ＯＰＴＩＯＮＳ（選択肢の創造）
⑤ＷＩＬＬ（意志の確認、計画の策定）

講義

４．コーチングスキルの習得
（１）「傾聴のスキル」とは
【ペアワーク】「聴く練習」
（２）「質問のスキル」とは
【ペアワーク】「質問する練習」
（３）「承認のスキル」とは① ～ほめる
【ワーク】部下・後輩のほめるところを発見する
（４）「承認のスキル」とは② ～叱る
５．ロールプレイング
上司役と部下役に分かれて、ロールプレイング。
良い点と改善点を、部下役からフィードバック。
【ケース１】指示待ちタイプのＡさんは、毎回細かい指示を求めてきます。失敗を
怖がり、自分で考えて行動することができません 。Ａさんをどのように育
成したらよいでしょうか。
【ケース２】ベテランスタッフのＢさんは、新しいやり方を導入しようとすると、必ず抵
抗します。Ｂさんをどのように指導したらよいでしょうか。

講義
ロールプレイング
ワーク

ワーク

18

コミュニケーション

19

ヒューマンスキル
19.（若手向け）コミュニケーション研修
～デキる「ホウ・レン・ソウ」

20.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

◆ねらい

◆ねらい

本研修では、考え方や意識を変え、基本である「報」・「連」・「相」について学びます。 理論や手法だけでなく、「報告
を受ける人への配慮（＝タイミング、言い方等）」についても理解を深めます。
◆研修のポイント
①社会人としてホウレンソウの重要性を理解し、目的や意義について理解する
②ホウレンソウを行う際、具体的にどのようなポイントに留意すべきか考える
③失敗事例を踏まえ、社会人として求められるホウレンソウの在り方を学ぶ
④ワークやロールプレイングを通じて、現場で明日から使えるホウレンソウの仕方を習得する

本研修では、聴く・訊く・話すの基本手法にとどまらず、人間関係促進・維持や課題達成・問題解決に応用できるコ
ミュニケーションの手法を習得していただきます。

◆プログラム案

時間
◆プログラム案
時間
午前

午前
内容

手法

内容

手法

１．コミュニケーションとは
（１）多面的に考えるコミュニケーション
【ワーク】「コミュニケーション力が高い」と思う人の特徴を考える
（２）コミュニケーションにおける２つのポイント（安心感・信頼感）
（３）コミュニケーションはねじれて伝わる
（４）コミュニケーションにおける心構え
・結果に責任を持つ ・言行の一致 ・相手の感情を察する

講義
ワーク

講義
ワーク

１．はじめに
【ワーク】こんなときどうする ～想定外の出来事が発生した際に、どんな対応をするか考える

講義
ワーク

２．ビジネスパーソンにおける情報の取り扱い方
（１）ビジネスには「情報」が欠かせない
（２）相手の立場で、「情報」の価値を考える
（３）情報のやり取りで、ビジネスパーソンとして信頼を得る

講義

３．新人・若手に求められる３つのスキル
（１）ビジネスパーソンに求められる「ホウ・レン・ソウ」
（２）「報告」「連絡」「相談」それぞれの違い
（３）ホウ・レン・ソウの目的と意義
（４）ホウ・レン・ソウするかどうかの判断基準
（５）大事なのは自分から情報を収集すること

講義

２．人間関係の促進・維持
（１）相手の話を受け止める
【ワーク】「この人話を聴いてないな」と感じる言動（発言や所作）とは
・最後まで話をきく ・背景にまで思いをはせる
（２）相手の言葉に反応を示す
・あいづち ・反復や言い換え ・心情理解 ・プラスアルファの情報

４．報告する
（１）新人・若手に求められる「報告」
（２）悪いことこそ早く伝える
（３）伝え方 ～相手の立場で考える
【ワーク】相手の立場で考え、２パターンの報告のうち、どちらが伝わりやすいかを考える
（４）困った時は「クッション言葉」
【ワーク】忙しそうな上司、先輩に話を気持ちよく聞き入れてくれる表現を考える
（５）こんな時どうする ～報告の手段を考える
【ワーク】電話・メール・メモで報告をする際の注意点を洗い出す
【ワーク】報告すべき内容をメモに記す（報告メモ作成ワーク）

講義
ワーク

３．課題達成・問題解決
（１）話す内容を明確にする
（２）相手に伝える説明力
【ワーク】相手が理解しやすい話し方を考える
（３）相手が答えやすい質問力
【ワーク】お客様の心をもっと揺さぶる提案を考える

講義
ワーク

４．研修の振り返り
【ワーク】研修を振り返り、気付いたことや活用出来ることを整理する

ワーク

午後

講義
午後

コミュニケーション

５．連絡する
（１）報告と連絡の違い
（２）利害関係者を思い浮かべる
（３）連絡をする際の注意点
６．相談する
（１）聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥
【ワーク】新人として、わからないことを相談する際のこのましい姿勢・心構えを考える
（２）相談の前にすること
【ロールプレイ】お客さまへの対応について迷った際の上司への相談をロールプレイで実践する
（３）成長とともに変えていく相談の仕方
（４）相談の後には、必ず感謝を伝える
７．報告・連絡・相談は組み合わせて実施する
（１）「報告」「連絡」「相談」は組み合わせ
（２
相手に伝える際は、細分化する
【ケーススタディ】自分では判断できない状況において、誰に、どのように現状を報告し、次の対応につ
いて相談するかを考える

講義
ワーク

５．総合演習問題
※職場の身近なテーマをもとに、本研修で学んだことをより現実的な設定で実践す
る
■テーマ（職場でありがちな下記３ケース）
演習１：仕事を選り好みする後輩･･･説得
演習２：上司に掛け合う････交渉
演習３：お客様に掛け合う･･･交渉
■進め方
話し手と聞き手に分かれ説得や交渉を行う。かたくなに拒否したり、言い負かすこと
が目的ではなく、本研修で挙げた「相手を受け止める」「相手の言葉に反応を示す」
を実践し、話し手を温かく迎え入れる。
■演習の効果
①コミュニケーション研修の基本スキルが身に付く
②表現することへの「気恥ずかしさ」等のストレスを取り除ける
③「今後気をつけたいこと」、「活用したいこと」をより実践的に体験できる

ロールプレイング

講義
ワーク

８．まとめ

20

ヒューマンスキル

21.アサーティブコミュニケーション研修

22.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
◆ねらい

◆ねらい
他者とコミュニケーションをとるときには、自分の考えや気持ちを相手に言わないで我慢したり、自分の考えを一方的
に押しつけて主張したりしてしまいがちです。本研修では、相手の考えを尊重したうえで自分の考えを率直に伝える
手法（アサーティブコミュニケーション）を身につけます。

部下との円滑なコミュニケーションの取り方を学んでいただきます。部下に対する関心を強く持ち、積極的に関与するこ
とがコミュニケーションを機能させる最大のポイントであることを理解いただき、上司としてどのように対応すべきかを実践
的に学んでいただきます。
◆プログラム案

◆プログラム案

時間
時間
午前

内容

１．こんな時どうする？＜自分の思考・行動パターンを振り返る＞

手法
ワーク

午前

【ワーク】ケース 「職場への配慮のない同僚に対して、どのように声をかけますか」

２．意見を伝えるときの考え方＜アサーティブの定義を理解する＞
（１）人の考え方と行動のパターン
（２）アサーティブな思考とは
（３）意見を伝えにくい場面を考える
【ワーク】アサーティブでありたいにもかかわらず、それが難しい場面を考える
（４）意見を伝える前に感情を整理する
【参考】変えるべき考え方を知る ～思考のクセ

３．コミュニケーションにおける心構え＜真意を伝える難しさを再認識する＞
午後

コミュニケーション

講義
ワーク

講義

（１）コミュニケーションはねじれて伝わる
（２）コミュニケーションにおける心構え
①自分の思ったことが１００％伝わることはない ②表情、動作も使って伝える
③相手の感情を察する

４．アサーティブコミュニケーションにおける伝え方＜伝え方の手順とコツを学ぶ＞
（１）状況を客観的に伝える
①伝える内容を整理する ～事実と感情をわける ②事実を簡潔に伝える
（２）相手の話を受け止める、相手の言葉に反応を示す
①最後まで話を聴く ②背景にまで思いをはせる ③相手の言葉に反応を示す
④相手の言葉を反復する・言い換える ～事実・要約のフィードバック
⑤具体的な言葉で、相手の感情に理解を示す ～感情のフィードバック
（３）自分の考えを伝える ～Ⅰ（アイ＝私）メッセージの活用
①お互いにわかりあえると信じる ②考えを明確にし、相手に合わせて伝える
③単刀直入に分かりやすく伝える
④主観（意見・考え・期待）の伝え方 ～Ⅰメッセージの活用
（４）論点を確認し、最良と思われる解決策を導き出す
①論点を確認する ②最良と思われる解決策を導き出す

５．ケーススタディ ＜アサーティブコミュニケーションを実践する＞
※ケースごとに①シナリオ作り②ロールプレイング③振り返りを行う
ケース①異動してきたベテラン従業員に、処理手順を現部署のものに変更してほしい
ケース②仕事が山積みのため、参加必須でない説明会への出席を今回は断りたい

６．シナリオ作り ～自身の課題を考える ＜アサーティブを実務に活かす＞
【ワーク】第２章（３）のワークで挙げた課題をアサーティブに対応するシナリオ作成する

講義
ワーク
午後

ロールプ
レイング

ワーク

内容

手法

１．なぜ上司の話は部下に伝わらないのか
【ワーク】部下が、今日、やっている仕事を具体的に書き出す
（１）コミュニケーションの希薄化の根源にある「無関心」
（２）求められる部下に関与する覚悟

講義
ワーク

２．上司と部下の間に広がる「常識」の差
（１）「常識のすり合わせ」がコミュニケーションの第一歩
（２）上司と部下とで異なる常識
【ワーク】自分と部下を想定し、「常識」がどのように違うかを対比して書き出す

講義
ワーク

３．タイプ別の部下との関わり方
（１）目標達成志向型 VS リスク回避重視型
【ワーク】部下を想定し、ほめる要素をできるだけ多く挙げる
（２）省エネ志向型 VS 段取り下手型
【ワーク】部下の業務に対して、具体的な指示や確認の仕方を考え、書き出す
（３）優柔不断型 VS 頑迷型
【ワーク】部下を６つのタイプにあてはめ、特徴を具体的に書き出し、どのような接し方が
有効か考える

講義
ワーク

４．部下への関与① ～一歩踏み込んで部下を知る
（１）「仕事とプライベートは切り分ける」の功罪
（２）部下の事情や働く上での制約をヒアリング

講義

５．部下への関与② ～自分の考え方を理解させる
（１）「言わなくても解かってくれるはず」は幻想
（２）「共感」を求めるよりも「理解」させることが必要
（３）方針は咀嚼して伝える
【ワーク】組織における運営方針を展開するために、職場の具体的な業務に落とし込ん
で、どのように部下が行動すれば良いかを表現する

講義
ワーク

６．相手の特性に合わせて伝える、確認する
（１）人は話を「削除」「歪曲」「一般化」して受け取るもの
（２）タイプに合わせて伝え方、確認の仕方を変える
（３）うっとうしいと思わせずに言うべきことを伝える
【ワーク】部下が自分を「うっとうしい」と感じていると思われる点を考え、グループ内で共
有し、どのように言動を変えればよいか、意見を出し合う

講義
ワーク

ワーク
７．よくあるコミュニケーションの悩みを解決する
（１）段取り下手タイプ
～言われた通りにしか動けないＡさんのケース
（２）優柔不断タイプ
～どうしたらいいでしょうかが口癖のＢさんのケース
（３）省エネ志向型タイプ
～「仕事が手一杯で・・・」とすぐ依頼を断るＣさんのケース
（４）頑迷タイプ
～仕事はできるが、人の話を聞かないＤさんのケース
ワーク
８．明日からの行動宣言

21

伝えるスキル

22

ヒューマンスキル

23.プレゼンテーション研修

24.分かりやすい説明の仕方研修

◆ねらい

◆ねらい

本研修では、話す姿勢・態度・表情や、話の構成方法、効果的なペーパーの作り方などのポイントとともに、相手
が求めることに応じたり、相手が分かりやすく話を理解し、納得していただく提案の方法についてご説明いたします。
また、研修のはじめに、１人１分程度の自己紹介をしていただき、それをビデオ撮影して、自らのプレゼンを確認し、
問題点を客観的に認識していただきます。最後に、その問題点の修正を踏まえて、自分の仕事に直接関連する
テーマでプレゼンの実演をしていただきます。プレゼンの実践演習を繰り返し行うことで、わかりやすく話す力が格段
に向上します。
◆プログラム案
時間
午前

業務効率化が重要視される中、「言いたいことを短時間で、相手に分かりやすく説明するスキル」はビジネスパーソ
ンに必須です。
本研修では「分かりやすい説明」スキルを習得するために、以下の３つのポイントを柱に講義を行います。
①意図の明確化 ②内容の整理 ③話す技術
演習も各項目で取り入れております。実際に現場でよくある事例を使った演習テーマを用いているため、実践力が
身につきます。
◆プログラム案

内容
１．「伝える」とはどういうことか
【ワーク】自己紹介をする
（１）なぜうまく伝えられないのか
（２）伝えるために必要な要素とは

手法

時間

講義
ワークを
適宜実施

午前

２．「伝えるべき内容」を整理する
（１）何が話を分かりづらくしているのか
【ワーク】文章を読み比べ、わかりやすさを比較
（２）伝える内容を構造化する
（３）階層的に整理する
（４）展開を考える
午後

伝えるスキル

３．「伝える技術」を身に付ける
（１）「話すこと」特有の難しさとは
（２）「話す」にあたっての注意点
（３）プレゼン本番までの３ステップ
（４）姿勢・態度・表情
（５）声について
（６）間（沈黙）のとり方
（７）話すスピード
（８）分かりやすい話し方のコツ
（９）聞き手との境界線をなくす
（１０）相手に配慮する
【ワーク】プレゼンテーションを行う際に配慮すべきこと
４．「伝える手段」を選択する
（１）状況に応じた「手段」の選択
（２）プレゼンテーション資料の効能
（３）プレゼンテーション資料の作成における留意点
（４）プレゼンテーション資料の使い方
５．総合演習 ～プレゼンテーションの実践
【ワーク】テーマを一つ選択し、プレゼンテーションをしましょう
■テーマ１ 「仕事紹介」
■テーマ２ 「気になったニュース」

内容
１．「伝える」ポイントを考える
（１）過去に見聞きした説明を振り返る
【ワーク】過去に見聞きした説明で、分かりやすかった説明を思い出す
（２）相手に話が伝わらない理由
（３）「伝える」ために必要な要素とは

手法
講義
ワークを
適宜実施

２．目的・意図を明確に
（１）何を伝えたいのかを、事前に整理する
（２）相手の立場に立って考える
【ワーク】ある情報の中から伝えたい趣旨・内容を選別する

３．話の構造を考える
（１）何が話を分かりにくくしているのか
【ワーク】２つの文章を読み比べ、どちらが分かりやすいかとその根拠を考える
（２）要素同士の関係を明確にすることで意味が通る ～構造化
（３）構造化のパターン
（４）話の全体像を明らかにする ～階層的に整理する
（５）階層的に整理するメリット
【ワーク】ある情報を読み、筆者の主張を階層的に整理する
午後

４．話の展開を考える
（１）分かりやすい説明をするためには
（２）話の展開例
【ワーク】分かりやすく説明する ～適切な展開方法を理解する
５．実際の話し方をトレーニングする
（１）話す際の心構え
（２）声について
【参考】発声トレーニング
（３）間（沈黙）のとり方
（４）話すスピード
（５）姿勢・態度・表情
（６）ワンセンテンスは短めに
（７）使用する単語
６．総合演習①
～ある情報を読んで、構造・主張を整理し、実際に説明する
７．総合演習②
～テーマを選んで説明し、チェックシートを用いてお互いにフィードバックを行う

８．まとめ

23

書くスキル
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25.ビジネス文書研修

書くスキル

26.論理的で分かりやすい文書の書き方研修

◆ねらい

◆ねらい

① 「伝えたいことがひと目でわかる」簡潔かつ論理的な文書作成のノウハウ
②社内文書と社外文書の基本的な文書構成の違い。
③ビジネス文書の種類毎に、具体的な文例を用いて、用途や構成・作成時のポイントを習得。
「一文は４０字前後の簡潔で要領を得た文書にする」「誰から誰へ、何のために送るのかを明確に」などを意識し
ながら文章を書く鍛錬をします。具体的には、２０００字程度のプレスリリースの文章を２００字・５０字に要
約する演習や、Ｅメール、報告書の作成を行います。上記を通じて、ビジネスに必要な合理的な“目”や文章のロ
ジックを育成するとともに、仕事を円滑に進めたり、成功へと導く「文書作成力」を身に付けていただきます。

①「誰に」「何を」「なぜ」して欲しいか、という目的が明確な文書を作成する
②必要な情報と不必要な情報を整理し、無駄のないすっきりとした文書を作成する
③わかりやすい文書の組み立て方を習得し、明快で説得力のある文書を作成する

◆プログラム案

◆プログラム案

時間
午前

内容
【Ⅰ.基礎編】
１．ビジネス文書とは ～基礎知識

手法

時間
午前

講義
ワークを
適宜実施

３．社内文書

午後

【Ⅱ. 実践編】
１．社内文書 ①報告書
（１）社内報告書の全体構成
（２）報告書作成のポイント
（３）報告書の具体的な書き方
２．社内文書 ②「その他の社内文書」
（１）連絡書
（２）始末書
３．メール作成のポイント
（１）メールの構造
（２）メール作成のポイントまとめ
（３）メールの注意事項
４．社外文書
（１）FAX送付状
（３）招待状・案内状
（５）お詫び状
（７）依頼状

１．文書作成のポイント
【ワーク】「論理的で分かりやすい文書」を書くにはどのようなことが必要になるか

手法
講義
ワークを
適宜実施

２．分かりやすい文章を知る（文書の基本）
（１）ビジネス文書作成の基本
【ワーク】自分たちの周りの「専門用語」「カタカナ語」を洗い出す
（２）簡潔な要約・的確なキーワード選択 ～要点を明確にする
【ワーク①】情報連絡メールを経営層への報告のためにポイントを簡潔にまとめる
（３つの要旨、用紙への表題、全体の表題）
【ワーク②】１０００文字の文書を２００文字、５０文字にまとめる

２．ビジネス文書作成時のポイント
（１）ビジネス文書作成の基本
（２）ビジネス文書の構造

４．社外文書
（１）基本形 ～慣用表現を活用して丁寧に
（２）社外文書のあいさつと結びの慣用表現
（３）【ワーク】封筒・はがきの宛名の書き方

内容

午後

３．論理的構造を組み立てる
（１）文章の作成における論理力
（２）論拠を整理する
（３）論理の展開方法
【ワーク】トップダウン法でピラミッド・ストラクチャーを作成する
【参考】ボトムアップ法でピラミッド・ストラクチャーを作成する例
（４）論理を補佐する接続詞

４．共感できる内容で書く
■共感を得やすいフレームワーク
５．総合演習
【ワーク】違法駐輪対策に関する上司への現状調査報告書を作成する
６．まとめ
【ワーク】新たに気づいたことや、明日から活かしていくことを書き出す

（２）書類送付状
（４）お祝い状
（６）お礼状

■講義内で、演習問題の中から３題程度演習を実施いたします。
【演習問題例】
①②要約文書作成
③報告書作成
④⑤Eメール文書作成（社内・社外）
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27.ビジネス文書レベルアップ研修
～相手が唸る文書の書き方
◆ねらい
ビジネスの現場で様々な文書を扱ってきたミドルクラスのビジネスパーソンにとって、「文書に関わる課題」とは何か。そ
れは、忙しい上司に提出する文書の作成であったり、部下や後輩が提出してきた文書の添削であったり、そのポジショ
ンならではの文書にまつわる「悩ましさ」なのではないでしょうか。
本研修では、こうしたケースごとの文書に関わる作業のポイントを踏まえ、そこで必要なスキルを具体的に提示すること
で、実践的で総合的な文書取り扱いスキルの向上を目指します。

◆プログラム案

時間
午前

内容
１．文書作成においてミドルクラスに期待されること
（１）ミドルクラスならではの文書における課題とは
【ワーク】ビジネス文書に関わるシーンで感じる課題とは？
（２）ミドルクラスが遭遇する4つのシチュエーション

手法
講義
個人ワーク
グループワーク
を適宜実施

２．忙しい人に確実に読んでもらえる文書を書く
（１）「要するにどういうこと？」と言われないために
（２）読む相手の状況に思いをはせる
【ワーク】読む相手の状況に思いをはせる
（３）作成する文書の目的を明確にする
（４）必要な要素をミニマムに厳選する
（５）要約力を磨く
【ワーク】文書を塊ごとに区切り、小見出しを付ける
（６）タイトルで端的に表現する
【ワーク】文書にタイトルをつける
午後

３．一目置かれる説得力のある文章を書く
（１）本当のことなのに納得感に欠けるのはなぜ？
（２）「主張」と「根拠」と「提言」を整理する
（３）根拠をファクト（事実）で補強する
【ワーク①】文書を「主張」「根拠「提言」に分けて再構成する
【ワーク②】説得力を高めるためのファクトを補う
４．相手を動かす印象に残る文章を書く
（１）きれいな文章は相手の印象に残らない！？
（２）人柄を伝える「パーソナルな要素」
（３）熱意を伝える「エモーショナルな要素」
（４）興味をそそる「Ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ Ｎｅｗな要素」
【ワーク】相手の印象に残るような文面にするために加筆する
５．部下の作成した文書を添削する
（１）部下の文書力向上は上司の添削力次第！？
（２）「型」のチェック
（３）「表現」のチェック
（４）「中身」のチェック
【ワーク】部下の報告書に「型」「表現」「中身」の３つの観点で添削する
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28.（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する

生産性向上

29.タイムマネジメント研修
◆ねらい

◆ねらい
仕事とは何かを改めて捉え直した上で、目的に沿った活動を効率的に進める上で不可欠な「ＰＤＣＡサイク
ル」について理解を深めていただきます。さらに、そのフレームワークに則って、自身の業務に当てはめていくことで、
ＰＤＣＡの実践を促します。

限られた時間の中で業務効率を高め、最大限の成果を上げるために、ＰＤＣＡサイクルを活用した仕事の効率
化の進め方を習得していただきます。具体的には、まず自分のワークスタイルを認識し、仕事を４つの種類に分け
、計画的に仕事を進めていくやり方を学び、さらにそのやり方を改善していくことで、生産性の向上に役立てていた
だきます。
◆プログラム案

◆プログラム案

時間
時間
午前

午後

内容

手法

手法

１．時間管理について考える
【ワーク】仕事の時間管理につき、苦手なことや悩みを共有する

ワーク

２．タイムマネジメントの原則
（１）原則１：「時間」そのものは、現実には管理できない
（２）原則２：管理できるのは、仕事や行動
（３）原則３：仕事を管理するとは、考え方や行動を変えること
（４）原則４：ＰＤＣＡサイクルで仕事をすすめる

講義

講義
ワーク

３．チームで行動するために必要なコミュニケーション力
（１）コミュニケーションの原則
（２）ホウ・レン・ソウの基本の再確認
【ワーク】ケースを使った報告の仕方を考える

講義
ワーク

３．自分のワークスタイルを知る
（１）自分の仕事を洗い出す
【ワーク】自分の業務を洗い出す
（２）自分のワークスタイルを知る
【ワーク】昨日の時間の使い方を洗い出す

講義
ワーク

４．ＰＤＣＡサイクルでの行動
（１）ＰＤＣＡ ～成果を出すための仕事の進め方
（２）ＰＤＣＡは過不足なく
（３）ＰＤＣＡサイクルは回し続けることが大切
【ワーク】自身の業務をＰＤＣＡのフレームワークに落とし込む

講義
ワーク

講義
ワーク

５．質の高い仕事の進め方① ～ タイムマネジメント（Ｐ）
（１）タイムマネジメントのポイント
（２）タイムマネジメントに必要なこと
（３）優先順位を考える
【ワーク】自身の業務を具体的に洗い出し、それを「重要度」×「緊急度」の
マトリックスに落とし込む

講義
ワーク

４．Ｃ（ＣＨＥＣＫ）・Ａ(ＡＣＴＩＯＮ)～自分の仕事を検証し改善する
（１）仕事・行動は４つに分類できる
（２）考える仕事～集中することが鍵
（３）こなす仕事～連続処理が鍵
【ワーク】自分の仕事につき、こなす仕事の想定時間の妥当性を考える
（４）完全に時間を拘束されてしまう仕事～減らすか移す
（５）少しなら時間を自由に使える仕事～徹底活用する
（６）組織的視点で自分の仕事かどうかを考える

６．質の高い仕事の進め方② ～問題の発見と解決の仕方（Ｃ・Ａ）
（１）問題洗い出し ～再発防止策までの手順（９つの手順）
（２）具体的な手順とポイント
（３）問題発見の具体的事例
【ワーク①】自身の業務の中の問題を洗い出す
【ワーク②】洗い出した問題に対する原因、改善目標、対策を考える

講義
ワーク

１． 仕事のおける悩み
【ワーク】仕事の進め方で困っていること、難しいと感じることについて共有する

ワーク

２．組織における自分の役割を考える
（１）会社とは、会社の目的とは
（２）様々な人と関わりながら目的を実現する
（３）前後のつながりを意識して行動する
【ワーク】自分に求められる仕事の仕方を考える

７．明日からの目標を立てる
（１）１年後に達成すべき「目標」を１つ設定
（２）いきなり１００ではなく、１つずつステップを踏む姿をイメージ

午前

内容

午後

講義
ワーク

５．Ｐ（ＰＬＡＮ）～ＱＣＤＲを明確にする
（１）仕事の目的を明確にする
（２）仕事のゴール（ＱＣＤＲ）を明確にする
・Ｑ（品質）、Ｃ（コスト）、Ｄ（納期）、Ｒ（リスク）
６．Ｐ（ＰＬＡＮ）～優先順位を明確にする
（１）優先順位をつけることが仕事の成果をあげる
（２）優先順位のつけ方 ～比較による図解化
【ワーク】自分の仕事を「緊急度」と「重要度」で整理する
（３）優先順位を意識して仕事を進める
７．Ｄ（ＤＯ）～仕事のやり方を工夫する
（１）できそうな工夫を持ちよる
【ワーク】自分が行っている仕事上の工夫を書き出す
（２）よくある時間の無駄遣いを減らす
８．目標設定
【ワーク】研修を踏まえ、今までの問題点と今後の改善策を考える

講義

講義
ワーク

講義
ワーク
ワーク
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30.仕事の生産性向上研修
～「デキる人」に共通する考え方や行動を取り入れる
◆ねらい
働き方改革が進む中、組織の生産性を上げていくためには、個人としても仕事のやり方を変得ていく必要があります。
この研修は、いわゆる「デキる人」が共通して持っている、仕事に対する考え方や行動を紹介し、積極的に取り入れて
いただくことで、自身の仕事のスキルを高めていただけるプログラムとなっています。

午前

31.組織のタイムマネジメント研修
◆ねらい
自部署の効率性の高め方について、実践力を身につけていただきます。
組織の効率化を考える上で、４つの柱を中心に研修を構成しております。
①業務改善 ②業務の進捗管理 ③整理・整頓 ④人材育成
対症療法だけではなく、長期的な体質改善を前提とした「考え方」と「手法」を身につけます。
コスト削減とパフォーマンス向上を継続的に両立できる管理職・リーダーを育てます。
◆プログラム案

◆プログラム案
時間

内容
１．「いい人」は仕事の効率が悪い！？
【ワーク】あなたの「いい人」度、「デキる人」度をチェック
（１）頑張っているのに生産性が上がらない人の特徴
（２）「いい人」にありがちな行動の特徴
（３）「デキる人」は嫌われずに自分の仕事を優先する

手法

時間

講義
個人ワーク
グループワーク
を適宜実施

午前

２．生産性を左右するデッドライン
（１）生産性とは何か
（２）残業が“悪”となる理由
【ワーク】職場での残業管理や懸念点について話し合う
３．「デキる人」が心がける着手前の４つのステップ
（１）まずは“モヤモヤ”したものを“ハッキリ”させること
（２）作業に入る前に行う４つのステップ
【ワーク】仕事を引き受けるにあたり、どのように業務を進めていくか具体的に考える
４．生産性向上のための４つのアクション
（１）生産性向上の基本は「節約と集中」
（２）４つのアクションで仕事を合理化する
【ワーク】自身の業務で「やめる」「減らす」「まとめる」「変える」の４つの手段を通じて
生産性向上策を考える

午後

生産性向上

５．３大業務のムダをなくして自分の時間を創る
（１）デスクワーカーを悩ます３大業務のムダ
（２）ムダ業務その１：メールのムダをなくす
（３）ムダ業務その２：会議のムダをなくす
（４）ムダ業務その３：資料作成のムダをなくす
【ワーク】自身の日ごろの業務を振り返り、３大ムダ業務の削減策を考える
６．「デキる人」が実践している５つの習慣
（１）朝のゴールデンタイムを最大限に活用する
（２）時間を短く区切ってテンポよく仕事をこなす
（３）ＴｏＤｏリスト活用はタスク分解と期限設定がカギ
（４）効果的に休憩を取り入れる
（５）コミュニケーションは重視するがムダな話はしない
【ワーク】自身や周囲が実践している生産性に寄与する良い習慣を共有する
７．時間労働者との決別を図る
（１）自身の“時間労働者傾向”を確認する
【ワーク】自身もしくは自社に当てはまると思われる設問にチェックをする
（２）生産性向上を阻むマインド
（３）ライフを充実させることに罪悪感は要らない

午後

内容

手法

１．はじめに
【ワーク】時間削減の課題・悩みを書き、話し合う
（１）「働き方改革」の背景にあるもの
（２）組織のタイムマネジメントが求められる理由
（３）「働き方改革」で管理職のリーダーシップが試される
（４）良いマイクロマネジメントでタイムマネジメントを実現する
（５）組織のタイムマネジメントを２ステップで進める
（６）現状分析：よくあるまずい仕事の仕方 ～時間を意識しない働き方

講義
ワーク

２．日常のマネジメント改善による時間削減
（１）日常のＴｏＤｏ管理について考える
（２）チームで計画を立てる ～３０マス週間計画表
（３）個人の時間管理を徹底する ～日次計画表
（４）組織内のルール作り ～管理職がルールを作り徹底する
【ワーク】自部署で実践できそうな時間削減ルールを洗い出す
（５）整理・整頓でタイムマネジメントを実現する

講義
ワーク

３．見える化による時間削減
（１）数値による見える化
【ワーク】自部署におけるルーティンワークについて標準時間とその根拠を確認する
（２）業務フローによる見える化
（３）情報の見える化（朝礼、ホワイトボードの活用）
４．業務自体の見直しで時間を創る
（１）業務を廃止する
【参考】業務廃止・代替の例
（２）標準化 ～属人化の弊害防止、業務・部品・機材などの削減
（３）自動化 ～機械化・システム化
（４）集約化
（５）複雑化
【ワーク】自部署の業務について「廃止」「標準化」「自動化」「集約化」「複雑化」できる
業務を考える
５．成果の上がる組織を作る ～編成を変える
■ 組織構築戦略の基本
６．部下のスキルアップと権限委譲で時間削減
（１）計画的な部下育成がタイムマネジメントを推進する
（２）ミニ集合研修で組織の教育時間を圧縮
（３）業務を任せて、全体のタイムマネジメントを推進する
【参考ワーク】メンバーに任せる仕事を検討する
７．まとめ

講義
ワーク

講義
ワーク

講義
ワーク
講義ワーク

ワーク

８．まとめ
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生産性向上

32.管理職研修
～「仕組み作り」で実現させる生産性向上編
◆ねらい
管理職が自らの役割を認識し、チームリーダーとしての姿勢・考え方を学ぶことは、組織の生産性向上に直結します。
本研修では、「管理職に求められる役割」をまず認識していただいたうえで、「仕事が進む組織」をいかにして作ってゆ
くのかを学んでいただきます。
◆プログラム案
時間
午前

午後

内容

手法

１．管理職に求められる役割とは
（１）管理職に求められる役割
【ワーク】組織から管理職に求められる役割とはどのようなものか考える
（２）管理職に求められる役割と意識
【ワーク】自分の業務の時間割合を考える

講義
ワーク

２．管理職の仕事は生産性向上と目標達成とリスク管理
（１）チームで仕事をする意味
（２）リーダーにふさわしい考え方の原理原則
（３）組織の生産性を高める
（４）リーダーとしてのリスク管理のポイント ～部下が予測できないリスクを指摘する
【ワーク】リスク洗い出しシートの活用

講義
ワーク

３．仕事が進む仕組み作り
（１）仕事が進む仕組みを作る
【ワーク】自らの仕事のやり方を振り返る
（２）仕事の割り振り方
【ワーク①】組織から見た人件費を計算する
【ワーク②】組織から見た仕事コストを計算する
（３）自分と部下の仕事を分担する
【ワーク】仕事の分担を再確認する
【参考】権限委譲する時のポイント
（４）スケジューリング
【ワーク】チームの週間計画を立ててみる
（５）職場のコミュニケーション～報告・連絡・相談・指示
【ワーク】ホウ・レン・ソウの徹底見直し講座～「ホウ・レン・ソウ２０選」
（６）仕事のチェック
【ワーク】今日の研修を踏まえて、次回の朝礼で話す内容を考えてみる

講義
ワーク

４．管理職の組織作りと部下育成
（１）組織とは ～部下は常に２：６：２
（２）リーダーとして人を動かす

講義

５．まとめ

ワーク
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33.分かりやすい資料の作り方研修
～ワンペーパーで伝える編

ファシリテーション

34.ファシリテーション研修
◆ねらい

◆ねらい
伝えたいことを一目で分かりやすく資料で表現するためには、資料の目的・内容を明確にしたうえで、全体構成を決
め、情報をまとめなければなりません。本研修では、一目で分かりやすいワンペーパー資料を作成するための４つのス
テップを演習を通じて実践します。PCを使いながら実践していただきますので、現場ですぐに使える資料作成術を学
ぶことができます。

会議の議論を活発にするためには、「ファシリテーター」と呼ばれる中立の立場の会議進行役を設けると有効です。
研修では、会議をスムーズに運営するために、「場のデザイン」（単なる事前準備だけではなく、参加者の意識付け
も含む）、「対人関係」（話を引き出す ）、「構造化」（様々な意見を収束させる）、「合意形成」（なんらかの
結論を導き出す ）等のスキルを習得します。また演習では、現実に有り得るテーマを題材にして、“擬似”会議を
開催し、スキルの応用力を身に付けます。

◆プログラム案
時間
午前

午後

内容

手法

◆プログラム案
時間

内容

１．分かりやすいワンペーパー資料を作成するために
（１）ワンペーパー資料とは
（２）ワンペーパー資料作成のステップ
Ｓｔｅｐ①資料の目的・内容を明確にする
Ｓｔｅｐ②全体の構成を決める
Ｓｔｅｐ③情報を分かりやすく伝える
Ｓｔｅｐ④最終チェック

講義
ワーク

２．Ｓｔｅｐ①資料の目的・内容を明確にする
（１）資料の目的・ゴールを明確にする
（２）資料の流れを考える
（３）情報整理の仕方

講義
ワーク

３．Ｓｔｅｐ②全体の構成を決める
（１）全体構成の基本
（２）視線の流れに沿って配置する
（３）構成例

講義
ワーク

４．Ｓｔｅｐ③情報を分かりやすく伝える ～要約
（１）分かりやすい文章の条件
（２）簡潔に要約する

講義
ワーク

４．対人関係のスキル
（１）「傾聴」のスキル
（３）「観察」のスキル
（５）「話す」のスキル

講義
ワーク

５．構造化のスキル
（１）要点を見つける （２）関係を見つける
【ワーク】議論をホワイトボードを使ってわかりやすく整理する

５．Ｓｔｅｐ③情報を分かりやすく伝える ～図解
（１）図解の目的と効果
（２）図解① 枠
（３）図解② 矢印
（４）図解③ 表
（５）図解④ グラフ
６．Ｓｔｅｐ④最終チェック
（１）求められる完成度に合わせて最終チェックをする
（２）レイアウトを整えて統一感を出す
（３）文字のサイズ・フォントに注意する
（４）色に注意する
（５）誤字脱字を確認する
７．総合演習
PCを使い、Step①～④の流れにそって、ワンペーパー資料を作成する。

１．はじめに
（１）自分が関わる会議を考える
【ワーク】あなたが関わる会議について考えましょう
（２）なぜ会議に不満が残るのか

講義
ワーク

２．ファシリテーションとは
（１）ファシリテーションの目的
（２）プロセスに関与する
（３）ファシリテーションにおける心構え
（４）ファシリテーターに求められる４つのスキル

講義

３．場のデザインスキル
（１）目的を明確にする
（２）目標を設定する
（３）進め方（プロセス）を決める （４）ルールを決める
（５）役割分担を決める
（６）空間としての場を決める
【ワーク】目的、目標、進め方、ルール、役割分担などを考える

講義
ワーク

講義
（２）「介入」のスキル
（４）「質問」のスキル

６．合意形成スキル
（１）合意形成における役割 （２）コンフリクトマネジメント
（３）意思決定の支援
（４）合意形成支援のポイント

講義
ワーク

手法

７．ファシリテーション（会議）演習
【テーマ１】ノートパソコンへの変更における事前ヒアリング
【テーマ２】コミュニケーション不足によるトラブル防止対策
【テーマ３】マンション管理会社の契約更新
【テーマ４】置き菓子サービス導入における事前ヒヤリング
【テーマ５】福利厚生で行っている秋祭りにむけた出店内容

講義
ワーク
講義

ロールプレイング

ワーク

８．振り返り
研修を踏まえ、ファシリテーターとしての目標を立てましょう
講義
ワーク

32

テクニカルスキル

ファシリテーション

35.ファシリテーション研修
～会議を決める合意形成力強化編
◆ねらい
「会議をやっても時間ばかりとって、結局何も決まらなかった」「会議参加者が自分の利害のことだけを考えて発言し、
どう意見をまとめればよいのかわからない」というお悩みをよくお伺いします。
本研修では「会議を決める力（合意形成力）」を強化していただくことで、生産性の高い会議を主催できるようにな
ることを目指します。また、合意形成プロセスをケーススタディで実践していただくことで、確実なファシリテーションスキル
の定着を図ります。
◆プログラム案
時間
午前

午後

内容

手法

１．「ファシリテーション」とは
【ワーク】会議での合意形成のために工夫していることと、困っていることを共有する
（１）ファシリテーションとは
（２）会議主催者に必要な役割 ～会議を決める断固たる意志
（３）ファシリテーションの４つのステップ
Step①事前準備
Step②ブリーフィング、意見共有（意見が出なければ積極的に自ら提案）
Step③情報の集約
Step④‐１決断、合意形成 Step④‐２コンフリクトマネジメント
（４）本研修のポイント ～決断・合意形成に特化した研修

講義
ワーク

２．コンセンサスマネジメント（合意形成）とは
（１）組織における３つの意思決定法
（２）コンセンサスの最大のポイント ～双方が納得する結論を出す
（３）コンセンサス法のメリット
（４）コンセンサス法を活用する際の心構え

講義
ワーク

３．コンセンサスマネジメントのプロセス
（１）コンセンサスマネジメントのプロセス
Step①アイデア出しの土台を作る
Step②アイデアを広げ、選択肢を複数出す
Step③選択肢を絞るための判断基準を決める
Step④判断基準に照らして、選択肢を絞り込む
（２）コンセンサスマネジメントのポイント
（３）議論が煮詰まった時は
【ケーススタディ】コンセンサスマネジメントのプロセスにしたがって、アイデア出しから合意形成まで実践
する

講義
ワーク

４．コンフリクトマネジメントとは
（１）コンフリクト（対立）はチャンス
（２）対立が発生する要因
（３）良い対立と悪い対立とは
（４）対立解決のための５つの手段
（５）コンフリクトマネジメントのポイント
（６）対立解消が困難な場合
【ケーススタディ】関係者の利害が対立しているケースでどのように合意形成を図るのか考える

講義
ワーク

５．まとめ
講義
ワーク
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36.（半日研修）コンプライアンス研修
～個人情報保護、情報セキュリティ、SNSのリスクを知る編

37.（管理職向け）コンプライアンス研修
～組織における不祥事防止

◆ねらい

◆ねらい

企業を取り巻く社会環境の変化を背景に、コンプライアンス（法令順守）や情報資産管理の関心は
ますます高まっています。本研修では、新人でも身近な問題として感じられる個人情報保護や情報セキュリティ
について学びます。その後コンプライアンスのポイントを学んでいただくことによって、身近な問題からコンプライアンス
について考えていただくことを目的としています。
◆プログラム案

半日

社会を取り巻く環境の変化を背景に、コンプライアンス（法令順守）の関心はますます高まっています。
本研修は、事例を交えつつ、コンプライアンスの本質を学ぶと共に、コンプライアンス違反を防止するための体制づ
くりについて考えていただきます。

◆プログラム案
手法

時間

１．コンプライアンスについて
（１）事例から考える
【ワーク】不祥事の事例から、問題点を考える
（２）コンプライアンスの定義・強化の背景
（３）コンプライアンスのポイント ～意識の変化・制裁の特徴・予防策
（４）日常的な意識・行動・しくみをチェック
（５）コンプライアンス違反をなくすための予防策として重視するものは？

講義
ワーク

半日

２．個人情報保護について
（１）最近の個人情報流出事件
（２）個人情報漏えいの経路と構造
【参考①】標的型攻撃メールの取り扱い
（３）個人情報保護法の背景・目指すもの・保護すべき個人情報
【参考②】改正個人情報保護法のポイント
（４）個人情報保護法で保護される個人情報と保護の構造
【ワーク】個人情報○×テスト
【参考③】個人情報保護法の対応ポイント
（５）個人情報漏えいが起きたら・・・
（６）個人情報保護の対応策

講義
ワーク

３．情報セキュリティについて
（１）情報セキュリティの定義
（２）情報セキュリティ対策の日常化
（３）情報セキュリティの留意点
【参考④】マルウェア

講義

４．ソーシャルメディア（ＳＮＳ）の取り扱い
（１）ソーシャルメディアとは
（２）事例
【ワーク】炎上してしまうような行動を考える
（３）ソーシャルメディアの危険性

講義
ワーク

５．まとめ
【ワーク】自分が仕事でやるべきこと、気を付けることを具体的に考えましょう

ワーク

時間

リスク管理

内容

内容

手法

１．コンプライアンスを考える
（１）事例から考える
【ワーク】ある不祥事の例につき、その問題点を考える
（２）コンプライアンスとは
【参考】世間の常識と組織の常識のズレ
（３）最も身近で重大な課題は「不祥事」
【参考】公務員の不祥事の現状
（４）コンプライアンス違反により受ける影響
（５）コンプライアンス違反（＝不祥事）が起きる原因

講義
ワーク

２．コンプライアンス体制をつくる
（１）コンプライアンス違反を防止する体制づくり
（２）日常的な意識・行動・仕組みをチェック
【ワーク】日々の意識や行動をコンプライアンスの視点で振り返る
（３）不祥事を起こさないための行動指針
【ワーク】一社員として、５つの行動指針の有無をチェックし、改善点を考える
【ワーク】管理職として、不祥事の発生しない職場づくりのための対策として自分が
できることを考え、優先順位をつける
（４）意識改革の実現のために
【参考】改正個人情報保護法のポイント

講義
ワーク

講義
３．ソーシャルメディアの取り扱い
（１）ソーシャルメディアとは
（２）事例
（３）ソーシャルメディアの負の象徴
（４）ソーシャルメディアポリシーを考える
４．まとめ
【ワーク】本日からやるべきこと、気をつけるべきことを考えましょう

ワーク
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38.リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法を学ぶ
◆ねらい
危機管理の全体像と基本知識を理解すると共に、いつどこで発生するか分からない不測事態に備えて、予防策と
発生時の対応能力を修得していただきます。この研修のポイントは以下の３点です。
①リスクの予測と評価
多面的な視点でリスクを洗い出した後、リスク相関図を活用しながら、対策をうつべき優先順位の付け方を学んで
いただきます。
②予防策と発生時の対策
リスク発生の低減・回避・移転等の講じ方、リスク発生時の対応策を学び、自組織で活用していただきます。③組
織的なリスク管理
メンバーの意識付けと、それを支援する仕組み作りを学び、組織全体へのリスクマネジメントの定着化を図ります。
◆プログラム案
時間
午前

午後

内容

手法

１．リスクマネジメントとは
（１）リスクとリスクマネジメントの定義の確認
【ワーク】リスクマネジメントにおいて重要だと考えることは何か
（２）リスクマネジメントの必要性
（３）クライシスとクライシスマネジメント

講義
ワーク

【参考】リスクマネジメントの最近の動向
（１）リスクマネジメントの国際標準化
（２）リスクマネジメントの対象の細分化

講義

２．予防的リスクマネジメントのプロセス
（１）リスクマネジメントの流れ
（２）リスクマネジメントにおけるリーダーと担当者の役割

講義

３．リスクの予測と評価
（１）リスクの予測
【ワーク】過去のヒヤリハット体験の中から、リスクを洗い出し、その原因について考える
【ワーク】リスクの分類表をヒントにリスクを洗い出し、それがリスクだと考える理由を書き
出す
（２）リスクの評価 ～優先順位をつける
【ワーク】リスクの評価 ～優先順位をつける

講義
ワーク

４．対策の策定① ～リスク顕在化予防策
（１）リスク顕在化予防策の方向性を考える
（２）現場における予防策のポイント
５．対策の策定② ～顕在化した後の対応
（１）リスクが顕在化したとき（クライシス状態）の対応策を考える
【ワーク】リスクの顕在化予防策と顕在化した際の対応策を検討する
（２）リスクの見直し
【ワーク】リスク見直しのタイミングや対策の効果測定方法を考える

講義
ワーク
講義
ワーク

講義
ワーク

６．組織的にリスク管理を行うポイント
（１）メンバーの意識づけ
（２）リスクマネジメントを考える機会を作る ～職場内リスク対策会議
【参考】 リスク対策企画書の作成
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40.レジリエンス研修
～しなやかにストレスと向き合い、回復力を身につける

39.メンタルヘルス研修～セルフケア
◆ねらい
ストレスに対する理解を深め、自分のストレスに気づき、対処する手法を知る。さらに、周囲のメンバーへのケア
の仕方を知ることで、メンバーの視点から職場のメンタルヘルスをどう改善できるかということまで含めて考える。

◆プログラム案
時間
午前

午後

メンタルヘルス

◆ねらい
レジリエンス（resilience）とは「精神的回復力」のことを指します。レジリエンスを身につけることで、ストレスと上手に付き
合い、困難を乗り越え成長することができるようになります。
日々様々なストレスやプレッシャーにさらされるビジネスパーソンにとって、レジリエンスを身につけることは大切です。
本研修では、レジリエンスを向上させるために以下のポイントを学びます。
①捉え方を変え、気持ちを切り替える ～感情コントロール
②自信を持ち、強みを活かす ～自尊感情
③自分の成長を感じ、成長チャンスを増やす ～自己効力感
④心の支えを作る ～良好な人間関係
ワークを通じて、自分と向き合いながら感情コントロールの仕方や自尊感情・自己効力感の高め方を学んでいただきます。
◆プログラム案

内容
１．メンタルヘルスの現状
（１）メンタルヘルスについて考える
【ワーク】メンタルヘルスと聞いて思い浮かぶことを書き出す
（２）メンタルヘルスに関する調査結果
（３）ストレスチェック制度とは
（４）メンタルヘルスに取り組む際の心構え
（５）メンタルヘルスへの取り組みの３ステップ
２．ストレスの要因とストレス反応
（１）ストレスの要因
（２）自分にとってのストレス要因を整理する
【ワーク】ストレス要因を洗い出す
（３）ストレス反応
（４）自分の思考のクセを知る
【ワーク①②】大小のストレス要因を分析する
（５）ポジティブな言葉を使うことのメリット
【ワーク】ネガティブな言葉をポジティブな言葉に言い換える

手法

時間

講義

午前

講義
ワーク

内容
１．レジリエンスとは
【ワーク】自分が受けた苦しい体験を振り返り、乗り越えた方法とその時に得たこと（成長した点）を書き出す
（１）レジリエンスとは ～「精神的回復力」
（２）レジリエンスを鍛える目的
①心の健康を保つ
②ストレスを自分の成長につなげる
（３）レジリエンスを向上させるためのポイント
①感情コントロール ②自尊感情
③自己効力感
④良好な人間関係

手法
講義
個人ワーク
グループワーク
を適宜実施

２．捉え方を変え、気持ちを切り替える ～感情コントロール
（１）「切り替え力」を身につけ、感情をコントロールする
（２）ＡＢＣ理論を活用し、切り替える
（３）自分の思考の傾向を洗い出す
【ワーク】ABC理論を活用し、気持ちを切り替えるトレーニングをする

３．ストレスへの対処（セルフケア）を考える
（１）ストレスへの対処方法
（２）様々なストレス対処法と身体に及ぼす好影響
（３）ストレスへの対処を考える
【ワーク】ストレスを感じた際にどのように対処しているか。周囲の人と共有する

講義
ワーク

４．ストレスを一人で抱え込まない
（１）エンロール・マネジメント ～ 他者を巻き込む
（２）話すことの効果
（３）自分も相手の話を聴く ～傾聴のポイント
（４）相談窓口を確認しておく

講義

５．まとめ

ワーク

午後

３．自信を持ち、強みを活かす ～自尊感情
（１）自尊感情とは ～「自分には価値がある」と感じること
（２）自尊感情は自分で育てる
（３）自分の強みを知り、自尊感情を高める
【ワーク】自分の強みをできるだけ多く挙げる
（４）自分の弱みを知る
【ワーク】自分の弱みを挙げ、それをポジティブな表現に言い換える
４．自分の成長を感じ、成長チャンスを増やす ～自己効力感
（１）自己効力感とは ～「私はできる」という自信を持つ
（２）自己効力感は成長チャンスを増やす
（３）自分の成長を感じる
【ワーク】自分の成功体験を振り返り、そこで身についた知識やスキルを書き出す
（４）身近な人の成功体験を観察する ～モデリング
【ワーク】身近な人で「自分が真似したい」と思う人を挙げ、どこを真似したいのか考える
５．心の支えを作る ～良好な人間関係
（１）良好な人間関係が心の支えとなる
（２）心理的安全性の高い職場とは
（３）自己開示をする
（４）情報を自ら発信する
（５）相手の話を傾聴する
（６）メンバー同士でほめ合う
【ワーク】職場のメンバーのほめたいところを２０個挙げる
【参考】マインドフルネスで心の疲れを解消する
６．まとめ
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メンタルヘルス

41.メンタルヘルス研修～ラインケア
◆ねらい
本研修では、メンタルヘルスに対する知識を身に付け、自分だけではなく、部下への対応を理解し、心身良好な職
場を築いていくことを目標とします。
◆プログラム案
時間
午前

内容
１．メンタルヘルスの現状
（１）メンタルヘルスに関する調査結果
（２）管理者に求められる役割
【ワーク】部下や後輩についての心配や悩みを踏まえ、何をすべきか考える
（３）組織としてメンタルヘルスに取り組む
（４）メンタルヘルスに取り組む際の心構え

手法
講義
個人ワーク
グループワーク

【参考】ストレスチェック制度
２．ストレスの要因とストレス反応
（１）あなたは、どんなときにストレスを感じますか
（２）ストレスの要因
（３）自分にとってのストレス要因を整理する
（４）ストレス反応
（５）自分の思考のクセを知る

講義
個人ワーク
グループワーク

午後
３．ストレスへの対処 （セルフケア）を考える
（１）ストレスをどう捉えるか
（２）様々なストレス対処法と身体に及ぼす好影響
４．ラインケア
（１）ラインケアの前提として
（２）ラインケアとは
（３）メンバーの特徴・傾向を知る
（４）職場環境の問題点の把握と改善
【ワーク】部署メンバーの特徴と業務量、業務上配慮が必要なことを整理する
（５）上司自身が原因とならない ～ハラスメントを自覚する
【ワーク】セルフチェック ～自身の癖を振り返る
（６）メンタルヘルス不調の予兆把握
（７）職場でメンタルヘルス不調者に気づいた際の対応
（８）演習
【ワーク】ケースをふまえ、働きかけ方を考える
（９）相談窓口を明確にしておく
５．メンタルヘルス不調での休業から職場復帰までの支援
（１）メンタルヘルス不調での休業
（２）職場復帰支援の流れ
６．メンタルヘルスの観点からの職場づくり
（１）日常のコミュニケーションで行っている工夫・取り組みは？
（２）前向きなコミュニケーションの土壌があること
（３）承認欲求を満たし、帰属意識を持てること
（４）職場では意識して「ポジティブな言葉」を使う
７．まとめ

講義

講義
個人ワーク
グループワーク

講義

講義
個人ワーク
グループワーク

個人ワーク
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ハラスメント
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42.ハラスメント防止研修
～セクハラ・パワハラを生まない職場づくり
職場内におけるハラスメントは、当事者間の人間関係だけなく、職場環境をも悪化させます。職場でのハラスメント
を放置すれば、会社の管理責任が問われ、訴訟問題にも発展し、そして、従業員の生産性の低下だけでなく、多
くの経済的・時間的な費用が訴訟に費やされることになります。
当研修は管理職向けに、セクハラ・パワハラ両者のハラスメントがもたらす経営リスクを理解した上で、未然に防ぐ回
避法、ハラスメントが起こってしまった時の対処法を学んでいただきます。

◆プログラム案

半日

43.事例で学ぶハラスメント防止研修
～管理職としてのパワハラのもたらす被害について考える
◆ねらい

◆ねらい

時間

ハラスメント

近年、ハラスメントの防止が声高に叫ばれています。しかし、ハラスメントが組織に与える損害を正しく理解できてい
る方は多くありません。本研修では、管理職としてハラスメントがもたらす損害について多面的に考察し、さらに対策
について学んでいただきます。
本研修では以下のポイントを習得します。
①ハラスメントがもたらす損害を多面的に洗い出す
②なぜハラスメントが起きるのかを考察する
③ハラスメントに気付くために必要な視点を知る
④ハラスメントが起きづらい職場づくりについて考察する

◆プログラム案
内容

１．ハラスメントとは
（１）ハラスメントの種類
（２）ハラスメントと同様の組織のリスク
（３）ハラスメントが与える影響
２．セクハラ認識度チェック
～どの程度のことが「セクハラ」にあたるのか自分の認識をチェックする

３．セクシュアルハラスメントとは
（１）セクシュアルハラスメント（セクハラ）とは
（２）２つのセクハラタイプ
（３）セクハラの原因
（４）セクハラの判断基準
（５）セクハラグレーゾーン
（６）セクハラを防ぐために
（７）セクハラと認定された事例

手法
講義

午前

講義
個人ワーク

午後
個人チェック

５．パワーハラスメントとは
（１）パワーハラスメントとは
（２）６つのパワハラタイプ
（３）パワハラの原因
（４）パワハラの段階別行動
（５）パワハラグレーゾーン
（６）パワハラか正当な指導か
（７）自身がパワハラを起こさないために
（８）パワハラと認定された事例

講義
個人ワーク

７．明日から行うハラスメント撲滅への行動

内容

手法

１．社会的責任とハラスメント
（１）「社会的責任」が組織活動に問われる時代
（２）社会の要請の中で生まれたＩＳＯ２６０００
（３）「人権」と「労働慣行」が組織の存続を左右する

講義

２．ハラスメントがもたらすダメージ
【ワーク】実際にあった事例をベースにしたケースについて考える
ハラスメントのもたらすダメージについて、
①被害者、②所属していた組織、③加害者のそれぞれの視点から考察

講義
ワーク

３．なぜハラスメントは起きるのか
（１）そもそもハラスメントとはどのような行為なのか
（２）パワーハラスメントの要因
（３）パワハラを起こしやすい人の４つの特質
【ワーク】パワハラを起こしやすい人物の行動特性や考え方について考察
（４）上司に求められる成果と人材活用の両立
（５）現代の理想の上司像とは

講義
ワーク

４．ハラスメントに気付くために
【ワーク】どこからがパワハラに該当する行為か・その理由について考察
（１）部下側の視点で考える
（２）ハラスメントを受けやすいタイプを知る
【ワーク①】ハラスメントを起こしやすい人の言動を洗い出す
【ワーク②】ハラスメントを受けやすい人への接し方を考える
どのようなコミュニケーションに陥りやすいかを知る

講義
ワーク

５．ハラスメントを起こさない職場づくり
（１）多様性を備えた組織作り
（２）組織横断的なコミュニケーションの促進
（３）ひとりの人間として部下を見る仕掛け
（４）部下とともに上司向けの相談窓口を設ける

講義
ワーク

６．自分の職場のハラスメント防止策を考える
【ワーク】明日から自分の職場において、どのようなハラスメント防止策を実施してい
くべきかを考える

ワーク

個人ワーク

４．パワハラ危険度チェック
～どの程度のことが「パワハラ」にあたるのか自分の認識をチェックする

６．ハラスメントの未然防止、相談を受けた場合の対応
（１）組織全体のハラスメントの未然防止
（２）部下などからハラスメントの相談を受けたら

時間

講義

グループワーク
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44.ロジカルシンキング研修

考えるスキル

45.クリティカルシンキング研修

◆ねらい

◆ねらい

個人のセンスや経験ではなく、誰もが理解・賛同できる思考方法を身に付けることで、仕事の効率が飛躍的に
向上します。 インソースの研修では、様々な考えるツール＝論理方法の基本スキルをご案内いたします。 しかし、
せっかく論理的な思考方法を学んでも、実際の業務で活用できなければ意味がありません。研修では、現場に
即したケーススタディを通じて習得した知識を実践し、現場での「仕事の仕方」「判断の下し方」を身に付けてい
ただきます。

本研修では、クリティカルシンキングの基礎的な考え方を習得いただきます。
重要な要素・手順・注意点を学び、「疑う力」を実践していただきます。
「疑う力」養うことにより、課題発見能力・解決策提案力を鍛えていただきます。

◆プログラム案
◆プログラム案
時間
時間
午前

内容
１．ロジカルシンキングとは何か
（１）説得力のある話とは
【ワーク】ＡさんとＢさんの話を聞いて納得感を得られますか
（２）ロジカルであるとはどういうことか
（３）ロジカルであるための３要素
（４）求められる「全体像」と「筋道」
２．ロジカルシンキングの基本① ～モレなくダブりなく
（１）モレなくダブリなく
【ワーク】モレなくダブりない状態で分類してみましょう
（２）分類を考える際の注意点
（３）問題の全体像をつかむ ～ツリー構造
３．ロジカルシンキングの基本② ～「だから」と「どうして」
（１）根拠と主張の関係でプロセスをつなぐ
（２）「だから？（So what?）」と「どうして？（Why so?）」の関係
（３）「だから？（So what?）」
（４）「どうして？（Why so?）」
【ワーク】「だから？（So what?）」「どうして？（Why so?）」を意識した話の展
開をしましょう

午後

手法

午前

講義
ワークを
適宜実施

内容
１．クリティカルシンキングとは
（１） クリティカルシンキングの考え方
（２） ビジネスにおけるクリティカルシンキングの重要性
（３） クリティカルシンキングによって身につくスキル

手法
講義
ワークを
適宜実施

２．クリティカルシンキングの要素 ～３つのポイント
（１） 論理性が大前提 ～ロジカルシンキングとクリティカルシンキング
（２） 中立を保つ姿勢
（３） 前提や思い込みを把握する
午後

３．クリティカルシンキングの手順 ～３つのステップ
（１） 批判 ～疑ってみる
（２） 分析 ～視点を変えて物事をとらえてみる
（３） 再構築 ～新しい主張・見解を出してみる
４．クリティカルシンキングの注意点 ～配慮すべきこと
（１） 論理性 ｖｓ 感情
（２） クリティカルシンキングの推進において
５．まとめ
【参考】 ロジカルシンキングのフレームワーク

４．ロジカルシンキングの基本③ ～演繹法と帰納法
（１）演繹法（三段論法）
（２）帰納法
【ワーク】推論方法の問題点を探しましょう
５．ロジカルシンキングの応用① ～仮説思考
（１）仮説思考のメリット （２）演繹法と帰納法で仮説を立てる
（３）仮説を検証する
６．ロジカルシンキングの応用② ～フレームワーク思考
（１）フレームワークのねらい
（２）フレームワークとして機能するための条件
７．総合演習
【ワーク】地方のコンビニエンスストアチェーンが地域一番チェーンを維持できている
要因を、ロジカルシンキングの手法を使って説明してください
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企画開発スキル
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47.ラテラルシンキング研修

46.企画力研修
～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ

◆ねらい

◆ねらい
良い「企画」を立案し、それを実現するためには、（１）自分のアイデアを形にするために効果的な情報収集（現
状調査）と情報分析を行う、（２）アピールポ イントが明確な「企画書」を作成する、（３）企画を実現させる
ための「プレゼンテーション」という３つの過程が存在します。インソースの「企画力研修」で は、以上のような企画の
３つのプロセスを行うポイントを中心として、個人・グループワークを多数織り交ぜながら、実践的な形で研修を進め
ていきます。ま た、「企画を立ててはみたが、実現せず、放置されている」ということを防ぎ、確実に企画を実現させる
ための下準備や社内交渉の方法についてもご説明いたします。
◆プログラム案
時間
午前

内容
１．「発想」の出し方
（１）発想が出る方法
（２）考える時の工夫～短時間集中と見える化
（３）５つの方法から発想を出す
【ワーク】マトリクス法を使って発想し、企画・アイデアを出す

２．現状調査・分析の方法～ひらめきを検証する
（１）現場から・現物から・自分の目でデータを集める
（２）データの取り扱い （３）見えない現実を数値化してみる
（４）ブレーンストーミング（Brainstorming）
（５）親和図
（６）工程分析（フローチャート・流れ図作成）
（７）パレート図による分析
（８）特性要因図から原因は何かを体系的に
考える

手法
講義
個人ワーク

講義

講義
３．企画書作成のポイント
（１）企画立案時のポイント
（２）事業計画の重要性
（３）企画書作成の注意事項
（４）ねらいの書き方
（５）事業内容、詳細内容の説明方法
（６）費用対効果を説明する ■費用対効果計算表
（７）実施に伴うリスク
（８）スケジュール（実施におけるステップ）
午後

講義
４．最後に・・・
■テーマ
事前課題をもとに、講師が有効なテーマを数個選択
（例）・社内情報共有システムの構築
・新商品アイデアコンテストの実施 等
■進め方
①同じような課題を持った受講者毎にグループ分け
②グループ毎にテーマを選び、企画案を詰める
③途中発表しながら進行
・演習途中で、全体の考え方・進捗・内容を共有する
■効果
①自分の関心あるテーマと同じ関心を持つメンバー同士でグループを組むことにより、
活発に論議でき、より深く考えられる
②取り纏めた企画書は、自分の職場で即役立てる（活用する）ことができる

本研修では、ラテラルシンキングの考え方を学ぶとともに、実際にラテラルシンキングを用いて、新しい発想やアイディ
アを生み出すワーク・演習に取り組んでいただきます。ロジカルシンキングやクリティカルシンキングとは異なる、柔軟な
ものの考え方を鍛える研修です。
※ロジカルシンキング研修、クリティカルシンキング研修を先にご受講いただくことをお勧めします。
◆プログラム案
時間

内容

手法

１日間

１．ラテラルシンキングとは
【ワーク】「発想力」はどのような場面で役に立つか、思いつく限り考える
（１）ラテラルシンキングの考え方
①ラテラルシンキングとは
②ロジカルシンキングとラテラルシンキングの関係
③クリティカルシンキングがラテラルシンキングのスタート地点
（２）ラテラルシンキングの重要性
①他者・他社と差別化を図ることができる
②多様な意見が出る
【ワーク】自身の業務において既成概念や常識にしばられていると感じることを洗い
出す。また、その解決策を自由な発想で考える

講義
個人ワーク
グループワーク
を適宜実施

２．ラテラルシンキングを鍛える ～方法論での発想
（１）５つの方法から発想を出す
（２）発想の具体的方法
①改善法
【ワーク】既存のサービスに対する要望や不満から新しいアイディアを出す
②翻訳法
【ワーク】同業他社・他業界にあるものを、自分の組織や業界にあてはめて、企画
を考える
③マトリクス法
【ワーク】表を作成し、欠けている分野を特定して、企画を考える
④定点観測法
⑤合体法
【ワーク】すでにある既存のサービスや商品を組み合わせて、新しいサービスや商品
のアイディアを出す
３．ラテラルシンキングを鍛える ～右脳を使った発想
（１）左脳と右脳とは
（２）右脳的に考えるポイント
（３）連想的に考える ～埋もれたアイデアの元を掘り当てる
【ワーク】与えられたキーワードをもとに、企画アイディアを出してみる
（４）オズボーンのチェックリストを活用する
【ワーク】チェックリストを活用して、新しい取り組みやアイディアを考える
【参考】複数人でアイデアを出し合う方法

発表
【企画書発表】
◆プレゼンテーション（グループ毎）
・プレゼンテーションは、グループメンバーで分担し全員で行なう
・時間は、グループ発表５分→質疑応答８分→評価２分の 計１５分
・他グループの発表を評価
採点用シートに基づきグループ論議の結果をフィードバック
＜採点用シート項目＞
１．世の中に役立つか
２．Something Newがあるか
３．費用対効果があるか
４．発表の仕方が適切か

企画開発スキル

４．ラテラルシンキングによる発想を実現するために
（１）アイデアを絞り込む時のポイント
（２）アイデア実現のためのコンセンサスマネジメント
（３）コンセンサスマネジメントの手順
（４）コンセンサスマネジメントのポイント
【ワーク】自分の業務やプロジェクトにおいて、想定される批判・反論、説得の仕方
を洗い出す
５．まとめ
【ワーク】明日から職場で実践したいことを考える
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48.ビジネスモデル企画研修
◆ねらい
ビジネスモデルの基本を、事例を多く用いて分かりやすく解説します。基本を理解したうえで、新たにアイデア
を出すための発想法を習得します。

◆プログラム案
時間
午前

内容
１．ビジネスモデルとは
（１）ビジネスモデルとは何か
（２）広義のビジネスモデルとは
（３）代表的なビジネスモデル
①直販モデル
②卸売・小売モデル
③フランチャイズモデル
④マッチングモデル
⑤広告モデル
⑥継続課金モデル
⑦消耗品モデル
【ワーク】消耗品モデルを使っている商品やサービスを考えましょう。
⑧フリーミアムモデル
⑨シェアリングモデル
（４）ビジネスモデルの組合せ例
【ワーク】自社はどのようなビジネスモデルか考えてみましょう。
２．ビジネスモデル構築のフレームワーク
■ビジネスモデルの構成要素
①５Ｗ１Ｈを応用する
②３Ｗ１Ｈでビジネスモデルの成功例を考える ～ＱＢハウス

午後

３．ビジネスモデルの成功事例に学ぶ
（１）コスト削減に注目
（２）顧客に注目し、対象顧客を変更
（３）現代の傾向① ～デジタル・ネット時代の成功例
①プラットホーム化
②クラウド化
③ロングテール
（４）現代の傾向② ～グローバル化の成功例

４．ビジネスモデルを考える際の発想法
（１）デザイン思考とプロトタイプ
（２）サービスデザインと共創
（３）アナロジーで考える
５．演習 ～未来を予測し、新たなアイデアを考える
【ワーク】少子高齢化に必要となるサービスのアイデアを出し、そのビジネスモデルを考え
ます

手法

講義
個人ワーク
グループワーク

講義
個人ワーク
グループワーク

講義
個人ワーク
グループワーク

講義
個人ワーク

個人ワーク
グループワーク
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50.問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

49.なぜなぜ分析～考えるクセをつける
◆ねらい

◆ねらい

問題解決やアイデアの創出を促すためには、起こった事象や自分の主張に対して、常に「なぜ」と考えるクセを つけること
が重要です。本研修は、難しい専門用語は一切使用せず、ビジネス現場で最も使用頻度が高く、重要度の高い思考
方法について、演習問題を取り入れながら進める研修です。
特に、「なぜグセをつける」、「５Ｗ１Ｈ・６Ｗ３Ｈで考える」という非常に当たり前の思考方法が、ビジネス現場
においては最も大切であるということを再認識することに重点を置いています。

時間

仕事で直面する問題はたくさんの原因がからみあって起こっています。そこで、まず解決すべき原因は何かを見出
す力が、解決の鍵となります。
本研修では、問題を発見し特定する力、そしてその問題の真の原因を追及する力を身に付けます。また解決す
べき順位・対策等、その整理方法を修得します。

◆プログラム案

◆プログラム案

半日間

問題解決力

内容

手法

１． 「なぜ？」と考えるクセをつける
（１）最低３つは「なぜ？」（根拠）を示す
【ワーク】自社のヒット商品について成功した原因を考えてみましょう
（２）「なぜ？」を深堀りする
【ケーススタディ】書庫が乱雑になる原因を解明し、対策を考える

講義
ワーク

２．掘り下げて考える
（１）ロジックツリー
（２）特性要因図
【ワーク】特性要因図作成演習

講義
ワーク

３．対策を検討する～マトリクスで評価する
【ワーク】マトリクスを作成する

講義
ワーク

４．まとめ
【ワーク】研修で学んだフレームワークについて、自分の業務において活用でき
るものを整理する。また、グループで話し合う。

ワーク

時間

内容

手法

午前

１．問題とは何か
（１）問題解決においての問題
【ワーク】問題を発見・解決時に「難しいこと」「苦手なこと」を考える
（２）問題とは「事実」をあらわす言葉 （３）問題解決への取り組みが「課題」

講義
ワーク

２．問題解決の流れ
（１）問題解決の基本的な流れ

午後

（２）問題解決の具体的な手順

講義

３．問題の発見
（１）「６つの視点」による問題発見
【ワーク】６つの視点から、自分自身の周りにある問題を思いつく限り挙げる
（２）日常の「違和感」からの問題発見 （３）他者との協働による問題発見

講義
ワーク

４．現状把握・調査
（１）現状把握の手法 ～数値化 （２）数値を見やすく整理する ～図表
の種類
（３）数値分析をする① ～平均と個の「ばらつき」
（４）数値分析をする② ～層別による比較
（５）パレート図・パレートの法則 （６）業務フローから分析する
（７）動態観察から分析する

講義

５．問題の整理
（１）解決すべき問題の優先順位付け ～マトリクス
（２）あるべき姿を設定する
【ワーク】解決すべき問題について、「あるべき姿」を設定
６．真因追求
（１）特性要因図 （２）ロジックツリー
（３）連関図法
【ワーク】特性要因図などを使って、問題の真因を探る

講義
ワーク

講義
ワーク

講義
ワーク

７．解決策の策定
（１）解決策の検討
【ワーク】真因への対策を洗い出す
（２）適切な解決策選択

講義

８．行動計画策定・実施
（１）行動計画策定のポイント （２）進捗の確認
（３）ＰＤＣＡサイクルで管理する

ワーク

９．まとめ
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51.変革リーダー研修
◆ねらい
事業環境が想像以上のスピードで変化する現代において、組織を成長させるリーダーには「５年後、１０年後の
世界は？」「自分が経営者なら？」という高い目線が求められます。
そこで本研修では、変革を「５年後、１０年後の組織に有用な新しいことの実現」と定義したうえで、変革の具
体的な進め方をお伝えします。

◆プログラム案
時間
午前

内容
１．はじめに
■本研修における変革とは
～５年後、１０年後の将来を見据え、組織に有用な新しいことを実現する
２．変革実現の手順
ステップ１：変革目標の設定⇒高い目線で変革内容を決定する
ステップ２：業務改善⇒変革に必要な人材や時間を捻出する
ステップ３：変革チーム作り⇒捻出した２割の変革人材で、特命チームをつくる
ステップ４：変革マネジメント⇒チーム全体に「勢い」をつける
３．変革目標を設定する
（１）将来を考えるための時代認識 （２）５年後、１０年後を考える
【ワーク】５年後、１０年後のチャンスとピンチ・課題を考える
（３）実例から学ぶ変革すべきものの洗い出し方
（４）実例から学ぶ変革すべきことの決め方
（５）変革目標とＫＰＩの設定
【ワーク】自チームの変革目標とＫＰＩを考える
（６）変革を実現するための行動原理 ～変革者の言葉
【ワーク】変革のキャッチフレーズを考える

午後

４．業務改善で変革人材や時間を捻出する
（１）業務改善のやり方 ～仕事を効率化し、人材や時間を捻出する
①リーダーの発想を変えるのがスタート ②業務改善の勘所
（２）人材や時間の捻出策を考える
【ワーク】人材や時間捻出のために、既存業務の何を変えるべきか考える
５．変革を実現するチーム作り
（１）捻出した人材で特命チームをつくる
（２）変革を語り、部下を説得する
【ワーク①】特命チームのメンバーを決める
【ワーク②】メンバーが変革に反対してきたとき、もしくは不安があるといってきたとき
に説得するための言葉を考える
（３）チームの発想を豊かにする

手法
講義

講義

講義
ワーク

講義
ワーク

講義
ワーク

６．変革マネジメント
（１）変革に「勢い」をつける
【ワーク】変革に「勢い」をつけるために明日からやるべきことを書き出す
（２）変革リーダーのリスク管理

講義
ワーク

７．まとめ

ワーク
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その他
52.（リーダー向け）ポストコロナ・ウィズコロナ時代の
働き方研修～「主体者」と「新たなゼネラリスト」の育成

53.リーダーシップ研修
～ポストコロナ・ウィズコロナ時代の強いリーダー
◆ねらい

◆ねらい
コロナ禍を機に働き方は一変し、同時に求められる人材も変化しています。本研修では、ポストコロナ時代どのような人材が求め
られ、あるいは評価されていくのか、コロナ禍で生じた「仕事ができる」の定義の変化を演習を通して捉えながら明らかにしていきま
す。「主体者」と「新たなゼネラリスト」の育成をキーワードに、行動経済学を用いた具体的な育成手法を学んでいただきます。

午前

コロナ禍を経て、これまでのビジネスの常識は大きく変化しつつあります。ビジネスの最前線で活躍するリーダー層におい
てもあるべき姿をアップデートし、時代を乗り切るリーダーシップを身につける必要があります。本研修ではコロナ前後で
ビジネスの常識がどのように変化したかを学びつつ、現場での判断軸やコミュニケーションをあり方を習得し、強いリー
ダーを目指していただきます。
◆プログラム案

◆プログラム案
時間

内容
１．コロナ禍を機に顕在化した課題
【ワーク】２０２０年に発生した新型コロナに関連して、具体的に自社・自部署が直面した
課題について、下記の５つの観点で考える
①IT対応 ②業務配分 ③進捗・KPI管理 ④リスク管理
⑤人（働ける人、指示待ちになる人等）
（１）あらゆる人が制約下に置かれた２０２０年春～
（２）コロナ禍を通して起きたこと

手法
講義
個人
ワーク
グループワーク
を適宜実施

時間
午前

２．働き方はどう変わるか
【ワーク】キーワードに沿って「仕事ができる」の定義がどう変わったか考える
（１）コロナ前後の「仕事ができる」定義の変化
（２）成果主義が強化されるポストコロナ・ウィズコロナ時代の働き方
（３）ポストコロナ・ウィズコロナ時代に擁すべき人材とは
①自ら判断し動ける「主体者・プロフェッショナル」
②守備範囲を超えていく「新たなゼネラリスト」
３．ポストコロナ・ウィズコロナ時代の人材育成施策
（１）主体性の育成
（２）スキルセットの拡大

午後

ポスト・コロナ

４．メンバーの主体性を引き出す ～自ら判断し動ける「主体者・プロフェッショナル」の育成
【ワーク】改めて自社の仕事を考える（何を目的とし、何を大切にしてきたか）
（１）主体性の根源は目的意識 ～自社の使命から考える「今為すべきこと」
（２）主体性発揮に行動経済学を利用する
（３）ＥＡＳＴとは ～人を動かすためのフレームワーク
（４）主体性発揮のプロセス
①Ｅ：行動のハードルを下げる ②Ａ：目的意識を持たせる
③Ｓ：巻き込む力を身につけさせる ④Ｔ：適切なタイミングで介入する
【ワーク】主体性の低い社員を１名選び、EASTのプロセスに沿って仕事を任せる
（５）ＥＡＳＴを駆使して、プロフェッショナルとしてのマインドを学ばせる
５．メンバーのスキルセットを拡大・深化する～守備範囲を超えていく「新たなゼネラリスト」育成
【ワーク】コロナ禍を振り返り、メンバーに不足したスキル、必要だったスキルを洗い出す
（１）メンバーのスキルセットを拡大するステップ
（２）スキルを可視化する
（３）幅を広げる業務采配～新たな仕事の創造
【ワーク】必要スキルに対するメンバーの能力を評価する
（４）リーダーは、部下の守備範囲越鏡を手助けする
６．まとめ
【ワーク】本研修を受けて気づいたこと、明日から実行することを３つ宣言する

午後

内容

手法

１．はじめに ～ポストコロナ時代とは
（１）コロナが発生する前と後のリーダーシップ
①業務遂行 ②コミュニケーション ②マネジメント ④仕事の仕方
（２）業績向上とリスク管理を同時に考える
（３）個々の自立、主体性の発揮がより求められる

講義
ワーク

２．ポストコロナ時代のリーダーとは
（１）ポストコロナ時代のリーダーについて考える
【ワーク】あなたが考えるこれからのリーダーのイメージを考える
（２）恐れと不安の世界を乗り越えるためのリーダーシップとは
（３）明快かつ透明性のあるコミュニケーション

講義
ワーク

３．恐れと不安の世界を乗り越えるためのリーダーシップ
（１）先ずは判断力をアップデートさせる
①前例踏襲からの脱却 ②正常性バイアス
【ワーク】これまでの判断が有用しなくなった事例を考える
（２）コロナ時代の判断軸 ～効果的かつ安全にビジネスを継続できるか
①リスク管理： リスクの予見とリスクのトリアージ
②コスト削減と業績向上： １分当たりの価値を意識した選択（生産性向上）
③多様なワークスタイル： 新たな技術への対応
④迅速且つ徹底して実行する
（３）決断し徹底する力強いマインド
（４）リーダーとして求められる主体性
①自部署の雇用を守るために仕事を創出する
②経営トップの指示をまたず自ら判断する
【ワーク】部署を超えて考える自社が取り組むべき課題は何か？また、
４．ポストコロナで求められるのは明快かつ透明性のあるコミュニケーション
（１）コミュニケーションのズレをなくす
①ゴールのズレ：何を「目的」としたコミュニケーションかわからない
②緊急性のズレ：「なぜ優先度が高い」のかわからない。
③前提知識のズレ：「背景」の説明が困難。または前提知識が異なる
（２）ステークホルダーとの密なコミュニケーションが重要
（３）組織・上司に対してのコミュニケーション ～コロナ時代のフォロワー
①緊急性（リスク・クライシス）を意識したコミュニケーション
②現場の情報が集まるコミュニケーションの仕組み
【ワーク】上司へのホウレンソウすべき事項を考える
（４）部下・メンバーとのコミュニケーション
①力強い言葉が部下・メンバーを前向きにさせる
②自らの言葉で単刀直入に語る
③わかりやすい簡潔な指示
④仕事の意味をあらためて理解させる
（５）部下・メンバーの仕事を創り出す
①適切な業務量 ②KPIの管理
【ケーススタディ】自部門の部下・メンバー全員をテレワークに移行させたときの業務と管
理手法を考える
５．行動宣言～コロナ時代のリーダーを目指して

講義
ワーク

講義
ワーク
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その他
54.ポストコロナ・ウィズコロナ時代のマネジメント研修
～業務の標準化とディレクションの手法を学ぶ
◆ねらい

業務のプロセス分解と可視化、業務内容の標準化と明文化、管理指標の設定とオペレーション方法の確立、さら
には部下に合わせた業務のアサインメントの仕方など、在宅勤務を生産的なものにする上で不可欠なスキルを身に
付けるための研修です。
◆プログラム案
時間
1日間

内容
１．勤務形態の多様化とマネジメントの変化
（１）コロナ禍による在宅勤務がもたらしたもの
【ワーク】在宅勤務により、自身の職場で起きた変化や直面した課題などについて共有す
る
（２）在宅勤務を通じて見えてきた「必要な人材」の３類型
①指示が出せる人 ②指示を受けて作業を完結できる人
③自律的に作業ができる人
（３）職場勤務と在宅勤務のマネジメントにおける違い
①曖昧な仕事の渡し方ができない ②共同監視が利かない
③自工程完結が求められる
（４）マネージャーとは「しんどい仕事」である

ポスト・コロナ

55.ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経営戦略研修
◆ねらい
今、経営を取り巻く環境は大きく変化しています。その危機対応を越えてそこからふたたび経営を立て直し
ていく上で求められる、ポストコロナの経営環境の認識と、そこで機能する組織のあり方、さらに、リーダーに
求められる人材戦略のあり方について学びます。

手法

◆プログラム案

講義
ワーク

時間

内容

手法

1日間

１．新型コロナによって突き付けられた経営リスク
（１）コロナ禍を機に顕在化した課題
【ワーク】２０２０年に発生した新型コロナに関連して、具体的に自社が直面した課
題について、下記の５つの観点で考える
①業績の立て直し ②組織体制の課題 ③リスク管理の課題
④デジタル対応の遅れ ⑤グローバル依存のリスク

講義
ワーク

講義
ワーク

２．ＳＴＥＰ１ ～業務の切り分けと標準化
（１）まずは自部署のミッションの定義から （２）目的を踏まえてあるべき姿で業務フ
ローを描く
（３）業務フローの中に個々の具体的業務を位置付ける
（４）業務ごとに作業内容、標準時間、品質レベルを決める
【ワーク】業務の一つをフロー図で表し、その中に具体的業務を位置づけ、標準化する
３．ＳＴＥＰ２ ～部下のスキル把握とアサインメント
（１）生産性を左右する部下と業務のマッチング （２）部下一人ひとりのスキルレベル
を可視化する
（３）業務に対して求められるスキルレベルを定義する
（４）管理スパンを変えながらスキルアップを図る（５）仕事の幅を広げるための定期的
な担当変更
【ワーク】ＳＴＥＰ１で標準化した業務に求められるスキルレベルを定義し、自部署に所
属する
部下のスキルレベルを踏まえてアサインする
４．ＳＴＥＰ３ ～業務の管理と評価の方法
（１）業務内容によって業務の管理方法は変わる ①時間で管理②作業量で管理③
成果物で管理
（２）進捗状況を合理的に管理するためのＫＰ設定
（３）職場勤務以上に評価のフィードバックを意識して行う
【ワーク】自部署の業務の中から「時間」「作業量」「成果物」で管理するものをそれぞれ
１つずつ選び、
それらに対して業務を管理するためのＫＰＩを設定する

講義
ワーク

５．ＳＴＥＰ４ ～リスクとモチベーションの管理
【ワーク】ネットワーク障害で在宅勤務者が一定期間仕事ができなかった場合に被る損害
額を計算する
（１）リスクヘッジとしての多能工化の推進
①業務量の繁閑リスク ②ネットワーク不調のリスク ③属人的業務のリスク
（２）在宅ならではのメンタル面の留意点 （３）在宅勤務者の状況を把握するため
の工夫
①テレビ会議システムを使った朝・夕礼 ②日報の確認とフィードバック

ワーク

２．ポストコロナの経営環境を考える
（１）コロナ後の外部環境をPEST分析する
① 「P」 ～統制強化の流れとグローバル化からの揺り戻し
② 「E」 ～「戻って８割」の経済規模が前提となる
③ 「S」 ～「仕事」「消費」「余暇」に対する意識の変化
④ 「T」 ～デジタルへの対応力が生き残りに直結
【ワーク】自社に関わる外部環境の分析をＰＥＳＴ分析を使って行う
（２）コロナ後に変化した「市場」と「競合」を捉える
【ワーク】自社にとっての「市場」と「競合」に起きている変化について考える
（３）コロナ後の環境変化を「機会」と「脅威」の両面で考える
【ワーク】「PEST分析」および「市場・競合分析」によって捉えた外部環境の変化をも
とに、
「機会」と「脅威」の両面から自社の「V字回復戦略」を考える
３．ポストコロナにおける組織戦略
（１）リモートワークを通して見えてきたもの ①必要な人材 ②足りない人材
③ 持て余す人材
（２）自律的な組織運営に不可欠な３つの要素
① 仕事のプロセスの可視化
② 部下にさせる業務の具体的な記述
③ リーダーのミッションの明文化と付与する権限の拡大
（３）変化に強い自律的な組織形態とは ①平時に有利な「戦艦型」②非常時に
強い「戦闘機型」
【ワーク】自社の戦略を実現するためのあるべき組織の形を考える
４．ポストコロナにおける人材戦略
【ワーク】コロナ対応において、自社で「株を上げた」リーダーやメンバーについてグルー
プ内で共有する
（１）リーダーが同時並行で行うべき３つの危機対応
① 即時対応 ～権限移譲を前提とした判断力と行動力
② 事業の再起動 ～合理性と計算力を駆使した問題解決力
③ 新事業の構築 ～変化を好機と捉えるポジティブさと構想力
（２）８掛けを前提にしたメンバーの再配置
① 売上８掛けなら人員は６掛けに ②新規事業に振り向ける人材の創出
【ワーク】自身の実際の部下を既存事業の効率運営と新規事業の開発業務に振り
分ける

講義
ワーク

講義
ワーク

ワーク

５．まとめ

６．こんなときどうする
ケース例）求められた成果物はちゃんと提出できているのだが、勤務時間中につかまらな
いことが多く、デスクに座って仕事をしているのかどうかが分からない
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あらゆる人が「働く楽しさ・喜び」を実感できる社会をつくる
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