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※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。

時間 １日目 ２日目

17:30

9:30

（昼休み12：00～13：00）
プログラム 

ねらい

若手社員に求められる「6つのキホン」習得コース
中堅社員にむけた土台を盤石にする

JMA 150712
詳細は

2日間

必須コース
JMA 階層別研修
講師陣講 師

30名
開催場所により定員数が
異なる場合があります。

定 員

対　象
● 若手社員、ビジネススキルを体系的に学びたい方
● 社会人歴（入社）2～5年程度

若手社員のスキルアップ・若手社員から中堅社員へステップアップ
に向けて、必要な土台となる『6つのキホン』を学びます。

研修では、『6つのキホン』の各スキル間の関連性を演習等で体験し、
自己の現状レベルの確認と成長ポイントを明らかにして今後の業務活
用につなげることをめざします。
1. 顧客や社内とのコミュニケーション力の向上

『読む（推し量る）』『聴く』『書く』『話す』のレベルアップ
2. 提案力向上や問題・課題解決力の基礎醸成

『読む（推し量る）』『聴く』『論理的に考える』→『書く』・『話す』の流れ
の体得

3. 予定どおりに進めるための段取り力向上
『論理的に考える』＋『時間管理・計画策定』で日常業務管理力の向上

特　長
● 「6つのキホン」の必要性を、状況・場面を意識して伝えます。
● 他社の受講者との演習や意見交換、フィードバックを通じて、自分

のレベル確認と気づきが得られます。
● 単元ごとに、学んだこと、職場で活かすことを整理します（6つのキ

ホンの確認・レベルアップシート）。
● 「6つのキホン」の各スキル間の関連性を踏まえたカリキュラムで進

めます。
● セミナー終了後1 ヶ月後にフォローアップメールが届きます。

参加料（税込）

※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※2021年4月開催分より昼食の提供はございません。（各自でご用意ください）

日本能率協会法人会員 102,300円／１名

上　 記　 会　 員　 外 114,400円／１名

◆ オリエンテーション
1. 若手社員に求められる役割と仕事に向き合う視点

・若手社員に求められる役割と思考・行動習慣のシフト
・若手社員の思考・行動習慣と6つのキホンの関係整理
・スキルの前に必要なこと＝仕事に向き合う視点の確認
■現状＆アクションシート記載

2. 「読むキホン」～読む・推し量る・知る～
・資料・データを読み、報告する
・相手の考えを読む（知る、推し量る）
・状況等から関係性を読む（推し量る）
■現状＆アクションシート記載

3. 「聴くキホン」 ～聞く・聴く・訊く～
・話し手を尊重する聴き方
・正しい目的・内容をつかむ聴き方・訊き方(質問)
・相手が話しやすくなる聴き方・訊き方(質問)
■現状＆アクションシート記載

4. 「論理的に考えるキホン」
～構造化してきちんと考える～
・根拠にもとづいて説明し、本質やポイントを見つけて絞る
・要素・論点が示され、筋道がとおった考え方へ
・きちんと考えるために、これから取り組むべきこと　
■現状＆アクションシート記載

個人・グループ演習

 個人・グループ演習

個人・グループ演習

個人・グループ演習

参加者の声
• 自分に足りない能力が発見でき、仕事に活かせる研修でした
（20代前半）
• 教わるだけでなくグループでの実践も多いので、より役立つ研

修だと思います（20代後半）
• 抜けていたキホンの部分を補う大変効果のあるプログラムだ

と思いました（20代後半）
• 仕事への向き合い方や求められていることは何かを学べる研

修でした（20代前半）

◆ 昨日のふりかえり
5. 「書くキホン」

～抜け漏れなく、正しく、わかりやすく～
・相手が知りたいことを伝える(伝えることの明確化)
・書面の構成(構造化)、体裁を整える
・正確で読みやすく、説得力のある文章にする
■現状＆アクションシート記載

6. 「話すキホン」
～言語・聴覚・視覚の組み合わせ～
・相手に理解・判断してもらうために話す（伝えたいことの明確化）
・話の構成と順序づくり
・説得力のある話法（テンポ、事例比喩、接続詞）、からだで話す
■現状＆アクションシート記載

7. 「時間管理・計画策定のキホン」
～ QCD達成への管理力醸成～
・目的・成果達成への段取り（計画）の視点・項目
・段取り(計画)の進捗管理とタイムマネジメント
・着手の優先順位の考え方
■現状＆アクションシート記載

8. まとめ
・グループ内での決意表明　　・2日間のまとめ

個人・グループ演習

個人・グループ演習

個人・グループ演習

プログラム概念図

書く

聴く 話す

読む

論理的に
考える

計画を
つくる

＜6つのキホン＞

※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。

時間時間 １日目 ２日目

17:00

10:00

（昼休み12：00～13：00）
プログラム 

中堅社員のための対人関係能力向上コース（BHC）
業務遂行のための実践力・応用力を飛躍的にアップする

JMA 100151詳細は
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2日間

必須コース
JMA専任講師、ほか講 師

30名
開催地域により、定員が
異なる場合があります。

定 員

BHC

対　象
● 包括的なコミュニケーション能力を身に着けたい方
● 後輩指導における対人スキルを身に着けたい方
● 若手・中堅社員（3～７年目程度）

参加者の声
• もっと早い時期に受講すれば良かったと思うくらい、勉強にな

る部分が多かったです。
• 概念的なことではなく、「自分」を知って、そこから対人関係能

力・コミュニケーションについて学べる良い機会です。
• 講師の方やグループ内でコミュニケーションをとる機会が多

くあり、自分も発信者であるという意識を常に持つことができ
ました。

• 「教わる」というよりは、「考え・感じる」という研修に感銘を受
けました。

• 考え方を変えるヒントがありました。

本コースで学べること

1. 対人関係構築力
自己の個性を知り、強みを活かすポイントを掴み（自己理解）、他者
とより良く関わり（他者理解）、効果的なチームづくりを行う。

2. コミュニケーション力
相手の考えや情報を正確にキャッチし、的確な方法で表現し、発信
する。
また、後輩の特性・成長段階に合わせた指導育成を行う。

3. ストレスマネジメント力
対人関係で生じるストレスからうまく自分をコントロールする方
法を学ぶ。

進め方

●エゴグラム診断を使いながら、自分や相手にどのよう
な特徴があるのかを視覚的に理解していきます。

●スピーチ演習や他者とのロールプレイングなど、豊富
なワークを繰り返し行いながら、対人関係構築力、コ
ミュニケーション力を体得していきます。

●ストレスチェックを使い、自己のストレスをセルフマ
ネジメントできるスキルを身につけるとともに周囲
の人たちのストレスマネジメントに役立たせます。

◆ オリエンテーション
・研修のねらい、進め方
・アイスブレイク　マッピング
・自己紹介

1. ヒューマンスキルとは
・ヒューマンスキルを考える

2. 自己を知り、他者理解を深める
・性格（パーソナリティ）とは
・性格の自己分析（エゴグラム）
・自己成長のための整理

3. 他者とより良い人間関係を築く
・心の栄養ストローク
・人によって異なるやる気のスイッチ
・ストロークの職場での応用

4. 的確な情報発信と意思伝達
・伝えたい思いと情報を確実に届ける表現力とは
・分かりやすい効果的な話し方

演 習 ストローク演習

（4.のつづき）

5. 後輩の指導、説得に役立つ傾聴
・後輩指導の前提
・相手の成長段階に合わせた指導育成方法・コミュニケーション
・質問のスキル・傾聴スキルを身につける

 

6. より良いチームづくり
・「よいチームの要素」
・良いチームを構成する“5つの要素”

7. ストレスとの付き合い方
・ストレスとは

（1）メンタルヘルスとストレス　（2）ストレスのセルフマネジメントとは
（3）3つのストレスサイン　　　（4）ストレス悪化の３段階
・セルフチェック
・ストレスと上手に付き合う

8. 研修のまとめ
・学んだ事の整理
・現場での活用

演 習 スピーチ演習

演 習 ロールプレイ

グループ演習
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通常参加料 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

日本能率協会法人会員

上　 記　 会　 員　 外

102,300円／1名 88,000円／1名

114,400円／1名 99,000円／1名

参加料（税込）

※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
※『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。
※2021年4月開催分より昼食の提供はございません。（各自でご用意ください）

業務遂行の“カギ”となるヒューマンスキルの底上げを図る

2021年  9月  2日（木）～  3日（金）※オンライン

10月27日（水）～28日（木）※オンライン

11月25日（木）～26日（金）※オンライン

※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。会期・受講形態（会場）

2021年  5月17日（月）～18日（火）※オンライン

6月  3日（木）～  4日（金）※オンライン

  9月  2日（木）～  3日（金）※オンライン＆会場（東京）

10月  7日（木）～  8日（金）※オンライン

10月28日（木）～29日（金）※オンライン＆会場（東京）

2022年  2月17日（木）～18日（金）※オンライン

※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。会期・受講形態（会場）
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