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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。
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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
10:00
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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。

（昼休み12：00～13：00）

若手社員のための段取り力強化セミナー
仕事が3倍速くなる！

1. 職種・業界を超えて必須の『段取り力』   ■グループセッション
１）仕事の段取り力とは？
２）ビジネス環境の変化と業務環境の変化
３）職種・業界を超え、必須のプロジェクト型業務
４）あえて足元を見直すことの重要性

2. 仕事の全体像を捉える！ ■グループセッション  
１）ケーススタディから学ぶ仕事の段取り力
２）ゴール設定の３つの要素とは？
３）作業範囲の重要性
４）ホウレンソウではなくソウレンホウ

3. 業務の管理方法と洗い出し ■グループセッション 
１）ゴール設定から計画へ
２）すぐに活用できるタスク管理テクニック
３）時間管理ではなく行動管理
４）突発業務に対応するためのテクニックとは

4. 業務の優先順位の考え方 ■グループセッション
１）仕事の手順設定
２）仕事の優先順位設定のテクニック
３）マトリクス思考の活用
４）2軸×2軸＝4軸で可視化する

5. 明日からの業務の段取りを考える！ ■個人セッション
１）研修内容の自己投影
２）相互共有・フィードバック

1. 通じる文章に必要な５つの力
・通じる文章の条件
・文章作成の目的の設定の仕方

2. 相手目線のメッセージを作りこむ ■説得力
・通じるメッセージとは
■演 習  ピラミッドストラクチャーによるメッセージ作成

3. 相手に読む動機を与える ■論理力
・文書タイプ別の記述内容
■演 習  依頼文の改善
■演 習  空・雨・傘の論理
・文書構成のテクニック

4. 読みやすさと分かりやすさを高める ■伝達力
・通じる文章を書く手順
■演 習 ①  文章の改善
■演 習 ②  ピラミッドメッセージの文章化

5. “TPO”に応じて表現を使い分ける ■適応力
・ビジネス文章に適応すべきTPOとは
■演 習  会議調整メールの改善

6. 推敲する眼を養う ■修正力
・見直しの観点
・見直しのプロセス

7. 総合演習
①調査報告書
②説得文書

JMA 100163
詳細は
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1日

向上コース 24名
開催場所により
定員数が異なる
場合があります。

定 員

若手・中堅社員のための文章力強化セミナー
JMA 100176
詳細は
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1日

向上コース
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

プログラム 

●仕事を進める上での「型」を身につけたい方
●計画どおりになかなか業務を進められない方
●いつも時間が足りなくなってしまう方
●仕事の段取りの組み方を改めて学びたい方
●日常業務のさらなる効率化を目指したい方

対　象

日本能率協会法人会員 56,100円／1名

上　 記　 会　 員　 外 68,200円／1名
※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）

参加料（税込）

仕事の途中でいつも問題が起こる。対処にかかりっきりで他の仕事
が進まない。机の上も片付かない。他部署との連携もうまくいかない。
締め切り直前はいつもバタバタ。挙句に残業続きの日々･･･。仕事を進
めるうえで、このような悩みを持つ方は少なくありません。

本セミナーでは、多忙を極めるビジネスパーソンが陥りがちな業務の
落とし穴を検証し、効率よく仕事を行うための実務スキルを習得します。

特長・ねらい

講 師
（敬称略）

清水 久三子
㈱AND CREATE
代表取締役

特長・ねらい
1. “通じる文章”を書くための５つの力を学び、ビジネス文書作成の基

礎を身に付ける。
2. 論理的で、簡潔で、読み手に分かりやすい“文書構成”や“文章表現”

などビジネス文書作成の質を向上させる。
3. 文書作成のポイントを理解し、作成時間の短縮を図れるようにする。

対　象
●論理的な文章を作成することが苦手な方
●簡潔で正確で分かりやすい文章の作成の仕方を基本から学びたい方
●文章や文書作成に時間が掛かる方
●部下の作成した文書をチェックする立場の方々

日本能率協会法人会員  56,100円／1名

上　 記　 会　 員　 外   68,200円／1名
※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）

参加料（税込）

（昼休み12：00～13：00）プログラム 

（昼休み12：00～13：00）

巻き込み仕事力向上セミナー
周囲を巻き込み、“協働”で組織成果を上げる

1. 仕事の質を高め成果を出すために
(1)「巻き込む」とはどのようなことか
(2)「巻き込む」ための4つのステップ

2. 自分のコミュニケーション力を知る
(1) 私の「巻き込み力」現状チェック　　　　　　　　  ■チェックリスト

(2) 人は「無理強い・説得」では主体的に動かない
(3) 自分の価値観の傾向を把握する　　　　　　　　  ■グループワーク

(4) 自分の軸の明確化　　　　　　　　　　　　　　　    ■ペアワーク

3. 上司を巻き込む力を高める
(1) 上司は何を望んでいるのか　　　　　　　　  　　■グループワーク

(2) メッセージを読み取る3つの力
(3) WHY発想を持つ
(4) 上司の信頼をつかむ「報・連・相」 ■ケーススタディ

4. 後輩を巻き込む力を高める
(1) 大切なことは“人を知ること” ■グループワーク

(2) 承認力を指導に生かす
(3) 問いかけで相手の答えを引き出す　　　　　　　　    ■ペアワーク

(4) 視野・視座・視点に磨きをかける

5. 他部門を巻き込む力を高める
(1) 他部門との協力が進まない理由を考える
(2) WIN－WINの結果を導き出す伝え方　　　　　 　    ■ペアワーク

(3) 複数部門で目標を達成する協働ステップ　  　　　■グループワーク

(4) 他部門を巻き込む3つのポイント！

JMA 100209
詳細は
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1日

向上コース 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

フォロワーシップ開発セミナー
自ら働きかけ、周囲を巻きこみ、組織を活性化させる“フォロワー”になる

JMA 100168
詳細は
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2日間

向上コース
24名定 員

プログラム 

日本能率協会法人会員 56,100円／1名

上　 記　 会　 員　 外 68,200円／1名
※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）

参加料（税込）

講 師
（敬称略）

乾 宗弘
㈱ブライト 代表取締役

特長・ねらい
組織においては“リーダーシップ”が強調されがちですが、チームが

成果を上げていくには、その構成メンバーの“フォロワーシップ”の発
揮も重要であり、両者が相互作用を働かせることによって組織は活性
化し、関係性を強め、組織力を強めていくことが出来ます。

本セミナーでは、次期管理者・次期リーダー、組織の構成メンバーが
自分に求められている役割を理解し、上司を支え、周囲に対して主体的
に働きかけ、組織の成果に貢献する“フォロワーシップ”について学び、
身に付けることを目的にしています。

【フォロワーシップとは】
フォロワー（部下）がリーダー（上司）と相互に良い影響を与え合い、

自らが自主性を発揮しながら周囲に新しい視点で問いかけ、多様な考
えを引き出し、組織の目的・目標達成に向けて行動していくこと。

対　象
●次期管理者、次期リーダー、若手・中堅社員の方
●管理者・リーダーの方
●組織における主力・中核メンバーの方

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
※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）

参加料（税込）

（昼休み12：00～13：00）
プログラム 

吉竹 優子
㈱ビジネスプラスサポート
人財育成プロデューサー

講 師
（敬称略）

松島 準矢
㈱ハイブリッド
コンサルティング
COO

池田 秀一
㈱ハイブリッド
コンサルティング
トレーナー

森　 英治
㈱ハイブリッド
コンサルティング
トレーナー

講 師
（敬称略）

※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。

演 習

グループ討議

グループ討議

グループ討議

演 習

グループ討議

グループ討議

グループワーク

時間 １日目

時間 ２日目

9:30

17:30

9:30

17:00

1. イントロダクション
2. 組織のミッション・ビジョン
・部下の上司への期待と不満　　・上司の部下への期待と不満
・上司と部下間のギャップは何か？

3. フォロワーシップとは
・定義　　・イノベーター理論　　・フォロワーがリーダーを作る
・フォロワーの5つのスタイル

4. 求められるフォロワーシップとは
・自分のミッション・ビジョンは何か？　　・自分のミッションと組織
・企業とのミッションとの共通点　　・求められるフォロワーのスタイル

5. 問いを立てる・周囲を巻き込む
・問いを立てる力とは　　・答えるべき問いとは

6. 勇敢なフォロワーシップとは
・上司はどんな部下を望んでいるか
・部下は上司に対してどのような行動をとるべきか

7. フォロワーシップの発揮体験
・フォロワーに求められる行動
・自ら主体性を発揮して、周囲に働きかける

8. 勇敢なフォロワーのためのコミュニケーションスキル
・自分の意見を主張するスキル（IPREP、アサーティブネス）

9. 総合演習（ケーススタディ）
・価値観の違う相手と新しい価値を生み出す実習

10. 行動変革に向けてのアクションプラン
・明日からのアクションプラン作り

11. まとめ

若手・中堅社員は、新人時代とは異なり、個人の成果だけではなく管
理職と現場メンバーの潤滑油として組織の成果に貢献することが求めら
れます。組織視点を強く持ち、自律的に動き、周りを巻き込み“協働”を
引き出す力を磨くことが不可欠になります。上司を巻き込んだり、メン
バーを巻き込んだり、他部門、社外の方を巻き込み、管理職を補佐する
スキルと周囲へのリーダーシップを学び、若手・中堅社員の仕事の質を
高め成果を出すための、5つのスタイルで「仕事力」の向上を目指します。

特長・ねらい

●上司やメンバー・部下、同僚、他部署や社外のパートナーとの協働で力を
　発揮したい若手・中堅社員の方
●部門を超えた仕事をすすめることに慣れておらず、すすめるポイントや
　スタイルを学ぶことで不安をなくしたい若手・中堅社員の方々
●周囲のメンバーの力を引き出すためにリーダーとして何をすれば良いのか
　知りたい若手・中堅社員の方々

対　象

2021年  5月21日（金）※オンライン＆会場（東京）
10月19日（火）※オンライン＆会場（東京）
12月14日（火）※オンライン＆会場（東京）

2022年  3月  2日（水）※オンライン＆会場（東京）

※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  6月22日（火）～23日（水）※オンライン＆会場（東京）
11月  9日（火）～10日（水）※オンライン＆会場（東京）

2022年  1月17日（月）～18日（火）※オンライン＆会場（東京）

※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  4月20日（火）※オンライン
  7月  5日（月）※オンライン
10月13日（水）※オンライン＆会場（東京）
12月  8日（水）※オンライン＆会場（東京）

2022年  2月  2日（水）※オンライン＆会場（東京）

※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18日（火）※オンライン
  7月12日（月）※オンライン
  9月27日（月）※オンライン＆会場（東京）
11月16日（火）※オンライン＆会場（東京）

2022年  1月25日（火）※オンライン＆会場（東京）
  3月  2日（水）※オンライン＆会場（東京）

※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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