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人材開発支援助成金制度のご案内
厚生労働省の助成金制度をご利用いただくことができます。
申請等のお問い合わせは事業所所在地を管轄する「都道府県労働局」でご確認ください。

LDC / Leadership Development Course

6月4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月開　催
2021年

14日（水）
～16日（金）

12日（水）
～14日（金）

9日（水）
～11日（金）

7日（水）
～9日（金）

18日（水）
～20日（金）

15日（水）
～17日（金）

 13日（水）
～15日（金）

6日（水）
～8日（金）

10日（水）
～12日（金）

16日（水）
～18日（金）

2日（水）
～4日（金）

8日（水）
～10日（金）

19日（水）
～21日（金）

2022年

2021年度日程　参加日程の変更については、変更後の日程で確実に参加することを条件に、1回のみ可能です。

※2021年4月～2022年3月までの1年間に、一度の申込みで5名以上の正式申込みをいただく場合に、年間まとめ参加料金が適用されます。

定　　員 30名（1開催1社4名まで）

講　　師 日本能率協会　専任講師、他

開催時間 【1日目】10：00-17：30  / 【2日目】9：30-17：30  / 【3日目】9：30-17：00

Zoom©  による 【中継参加型】【Live参加型】

受講形式選べます！受講形式選べます！

（対面参加をご選択の場合は東京会場となります）
※詳細は下記日程をご参照ください。

階層別研修
３日間コース
階層別研修
３日間コース

中堅社員からステップアップし、仕事と人を
 リードして成果をあげ、頼れる存在になる

・係長・主任相当職とその候補者の方
・管理職手前のリーダー、次期管理職としての活躍を期待されている方
・はじめてメンバーを率いるリーダーの方々

リーダーのための
マネジメント基礎コース

リーダーのためのマネジメント基礎コース(LDC)

　日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大にすることを通じ、
新たな経営・組織づくりに貢献します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための長期プログラム、
役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティングなど専門領域のスキルアップ研修
など年間2,000本以上の公開型研修を開催しています。　　　　　　　　　　　　　　　　
　また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

会員制度のご案内
一般社団法人日本能率協会は法人を対象とした法人会員制度を設け、セミナー参加料割引を
はじめ各種サービスを提供しております。是非この機会にご入会をご検討ください。
詳細は https://www.jma.or.jp/membership/

未開拓領域を花開かせる

これから求められる経営モデルの提唱 KAIKA Awardsは、全社的な変革運動、経
営理念を体現する人づくり、ダイバーシティ
経営、新しいチャレンジを進めるプロジェク
トなど、人・組織の力を結集する様々な取り
組みを対象にした表彰制度です。

スマートフォン
タブレットから

JMA LDC
JMA 100148

または

で検索セミナーID（半角数字）

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
　JMAマネジメントスクールまでお電話にてお問い合わせください。
　　　　　　　　　  TEL：03（3434）6271

お申込みについて

対面集合型の参加の場合、
会場地図は、参加証送付時にご案内いたします。

会場案内参加定員 30名（参加人数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止に
させていただく場合がございます）

申込に関するお願い事項 本セミナーは、1開催1社4名までとさせていただきます。 申込に関する問い合わせ先（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

定員になり次第、申込受付を終了します。お早目にお申込みください。定員になり次第、申込受付を終了します。お早目にお申込みください。

（消費税込）参加料

※『年間まとめ参加』とは、2021年4月～2022年3月までの1年間に、一度のお申込み
で1コース5名以上（年度内各回会期の合計人数）の正式申込みをいただく場合に、
年間まとめ参加料が適用されます。
※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※昼食の提供はございません。（各自でご用意ください）
※2021年度より宿泊付きコースの設定はございません。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
　https://www.jma.or.jp/membership/
※参加申込規定は JMAマネジメントスクール のwebページに掲載しておりますので
ご確認、同意のうえお申込みください。

会　員　外

173,800円/1名

196,900円/1名

132,000円/1名

165,000円/1名

一般社団法人
日本能率協会法人会員

通常参加料金 年間まとめ参加料金
（1回の申込で、年間5名以上申込の場合）

■ 他社交流は変わりません！
●他社参加者とのディスカッションやグループワーク・発表など対面集合と同様な学習
●E-ラーニングでは実現できない、他社交流、経験交流が可能
●マイクロラーニング・E-ラーニングと違い、同じ目的意識を持った参加者と共に研修へ集中できる

■ 受講形式を選べます！
【Live参加型】受講者全員がリモート環境で参加
【中継参加型】対面式の公開研修を中継し、そこにリモート環境で参加

オンライン上同士だけではなく東京会場の参加者との意見交換、交流も可能

オンラインでの参加について

キャンセル・参加日程変更の規定

参加日程の変更については、変更後の日程で確実に参加すること、かつ
手数料をお支払いいただくことを条件に１回のみ可能といたします。
電話でご確認後、所定のお手続きをお取りください。万一キャンセルの
場合、初回のお申出の日付により上記キャンセル料が発生します。なお
変更後の日程のキャンセルの場合も上記キャンセル料を申し受けますの
でご了承ください。変更は同一年度内（4月～翌年3月）に限ります。
（注）変更・キャンセルの場合は必ずJMAマネジメントスクールの問い合

わせフォームよりご連絡ください。

2021年4月1日以降の開催分より、下記キャンセル料・参加日程変更の
規定が適応されます。

無　料参加料の10%

参加料の30%

参加料の全額

開催15日前～開催8日前
(開催当日を含まず)

日程変更手数料
(年度内一回限り)

(会場参加・オンライン参加)

キャンセル料
(会場参加・
オンライン参加)

キャンセルご連絡日

開催7日前～前々日
(開催当日を含まず)　

開催前日および当日

通い・オンライン
5,500円（税込）
通い・オンライン
7,700円（税込）

プログラム内容に関する問い合せ先（企画担当）

一般社団法人日本能率協会 経営・人材革新センター
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22　TEL：03（3434）1955（直通）

リーダーのための
マネジメント基礎コース
対　　象

JMAマネジメントスクール　TEL：03（3434）6271
電話受付時間　月～金曜日9:00～ 17:00　ただし祝日を除く

メール：seminar@jma.or.jp　FAX：03（3434）5505

オンラインLive参加のみ

オンラインLiveまたは
東京での対面集合をご選択ください

【中継参加型】

【Live参加型】

オンライン受講の方法
・Zoomを使用して配信します。初めてZoomを利用される場合は事前にサイトにアク
セスいただきご準備ください。インストールは無料です。
・お申込みの方には、受講用URLと参加要領を後日ご連絡させていただきます。テキ
ストは事前に郵送します。
・すべての参加者がカメラやマイクを使いながら参加いただきます。
・1申込につき1名様がご受講ください。（著作権の観点から1申込で複数の方のご受
講はお受けいたしません）



※プログラム・スケジュールは変更することがありますのでご了承ください。

研修のねらい：メンバーの自律的・積極的な行動を促し、継続的に職場目標を達成できるリーダーをめざす

● 職場リーダーの役割を認識
・職場リーダーとしての役割と能力を理解します。
・人を巻き込んで仕事を進める方法を修得します。
・メンバーからやる気を引き出す方法を修得します。
・上司に対するフォロワーシップを醸成します。
・変化に適応できるリーダーとして、自己革新を図ります。

● 必須の6つの能力を修得
職場リーダーに必要な6つの能力についての基本的考え方と、
職場で実践する具体的なスキルを修得します。

特　長　：　職場リーダーへチェンジできる実践的プログラム

1

2

3
10：00

～

17：30

■研修のねらいと進め方
■V-CAT診断

■「研修のまとめシート」の作成

1 リーダーのあり方
● 今日求められるリーダーのあり方　● リーダーの使命と役割
● リーダーの基本能力と機能
■演 習  リーダーシップ自己チェック

2 目標による管理の進め方
■演 習  目標コンセンサス　グループ討議、全体討議
● 「目標」と「目標による管理」 ● 「目標による管理」の全体像 ● 目標を設定する 
● 目標達成のための計画を立てる ● 実行する／メンバーを支援する ● 得られた結果を評価する 
■演 習  「目標→計画」

3 問題解決への取り組み方
● 「問題」と「問題意識」 ● 問題の種類
● 原因志向型の問題解決のポイント　   ● 問題解決の2つのアプローチ
■演 習  ケーススタディ

4 効果的なチーム運営
● チームとは ● 効果的なチームの要素
● 信頼関係 ● 動機づけ
■演 習  自分の職場チェック

5 メンバーのやる気を引き出す指導の進め方
● 指導の考え方 ● 相手に応じた指導
■演 習  ケーススタディ 

● 面談の活用 ● フィードバック
■演 習  ロールプレイング

6 メンバーの成長を促す育成の進め方
● メンバー育成の必要性 ● 成長サイクルと育成ステップ
● 育成のステップ  ● 育成方法の種類
● 対象別育成のポイント
■演 習  メンバーの育成計画

7 リーダーとしての自己成長
● 自己成長の考え方 ● 自分らしいリーダーシップ
● ストレスマネジメント ● 相互フィードバック

9：30

～

17：30

9：30

～

17：00
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日
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目
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プログラム ＜休憩時間 １２:００～１３:００＞

自己理解による自己革新
～V-CAT診断（アセスメント）による自己特性把握～

V-CATとは、Vitalization & Character Analysis Testの
略で、本人の特性（持ち味）と活力（メンタルヘルス）を簡単な
テストにより認知していただき、今後の自己啓発の一助に
していただきます。
診断結果は、研修後に申込責任者様にお送りいたします。

他社のリーダーとの相互研鑽
他の業種・業界で立場の近い方々とともに3日間研修に取り組むことで、普段の業務からは得られない
刺激や気付き、学び・達成感を得られます。

自身のマネジメントをチェック
ワークシートで、“業務”と“人”の側面から「マネジメント」についてセルフチェックを行い、「目標設定の
仕方」や「マネジメントの視点」を見える化します。

研修後の申込責任者様への送付資料　※研修終了より、約4週間後にお送りいたします。
1．担当講師報告書（全体所感）
2. 「研修のまとめシート」（講師からの個人別コメント付き）※参加者へお渡しいただきますよう、お願い致します。
3．V-CAT診断結果報告書（人事・上司向け）

LDCをご利用いただいている人事部・上司の方々の声
●「効果的なチーム運営」「メンバーへのやる気を引き出す指導の
進め方」での学びを大切にしてもらっています。
受講者には修了後、職場で何をするか宣言してもらい、1ヵ月後に
活動結果を社内プレゼンしてもらっています。
V-CATは社内での参考にしています。

●「目標による管理の進め方」「効果的なチーム運営」での学びを
大切にしてもらっています。
研修修了後には「研修のまとめシート」を使い、部門での発表を
させています。

●「目標による管理の進め方」「問題解決への取り組み方」を重視
しています。まだ（受講者は）リーダーになっているわけではない
ので、ベーシックな部分を学ばせたいと考えています。修了後、
役員会で30分ほどプレゼンさせています。

●「問題解決への取り組み方」「効果的なチーム運営」を重視してい
ます。実際の業務に携わったときに発揮してもらうことを期待し
ています。
V-CATは、潜在的な力がわかるので、配置の際の参考にしています。
研修後は、直属上司と上位の上司にむけて報告させています。 

参　考　：　参加者属性（2019年）

イメージ

職場リーダーに必要な6つの能力

業務の側面 人の側面

① 目標管理能力

② 問題解決能力

⑥自己成長能力

③ チーム運営能力

④ 指導能力

⑤ 育成能力

お問い合わせ先：03(3434)1955

〈研修のまとめシート〉

業　種 所属部門 営業 25.2%
技術 14.0%
企画、開発 9.1%
生産 7.7%
情報システム 7.7%
経理 3.5%
資材購買 3.5%
総務 2.8%
人事 2.8%
研究所 2.8%
サービス 2.1%
国際 2.1%
役員・経営職 0.7%
その他 16.1%

（%）（%）

商業、金融、証券、保険、不動産 13.1%
繊維、パルプ、紙、化学、薬品 11.0%
情報処理 10.3%
倉庫、運輸 7.6%
官公庁、団体、学校、病院 7.6%
建設、エンジニアリング 6.2%
鉄鋼、金属、非鉄金属 4.1%
電気機器 4.1%
精密機器、輸送機器 2.8%
石油、石炭、ゴム、ガラス、土石、鉱業 2.1%
農林、水産、食料品 0.7%
電気、ガス 0.7%
その他製造業 11.7%
その他サービス 17.9%

年　齢

25～29歳
6.3%

50～54歳 3.5%

30～　
34歳
32.6%

40～44歳
20.1%

45～　
49歳
14.6%

  35～
　39歳
22.9%

役　職
次長・課長
クラス
13.8%

部長・　
事業部長
0.7%

一般職
17.8%

係長・主任クラス
67.8%

会社規模

101～   
300人
24.5%

301～　
500人
18.9%

501～　
1,000人
26.6%

1,001～  
3,000人
8.4%

3,001～  
5,000人
2.8% 51～100人

11.2%

5,001～  
10,000人

2.8% 50人未満
2.8%

10,001人以上 2.1%

＠JMAM, SKK

〈人事・上司向け診断結果〉

〈参加者向け診断結果〉


