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※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

１日
10:00

時間

17:00

『課題設定力』。それは「問題解決力」の上流に位置するスキル

課題設定力養成セミナー
セミナーID

1日

プログラム （昼休み12:00 ～ 13:00）ねらい

※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）

56,100円／ 1名
68,200円／ 1名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

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。

100181

30名定　員

清水 久三子
株式会社AND CREATE
代表取締役

講　師

対　象
●業務で問題解決や企画業務を行っている方
●若手～中堅社員、現場リーダー層
●“問題解決”の方法は理解し実践しているが、自ら“課題設定”をする方法が
　分からない方、苦手な方

　『課題設定力』。「何をすべきかを自ら考え出す力」であり、「どうやってそれを成し
遂げるか」を考え出す、「問題解決力」の上流に位置するスキルです。
　現代は、数ヶ月後の将来さえ予測が困難な時代です。こういった状況下では、リア
ルタイムに状況を分析し、指示待ちでは無く、自らの判断で動くこと、つまり課題
設定することが求められるようになっています。一方では、設定する課題自体が適
切でない場合には、その課題に取り組んだ成果も期待したものにはなりません。
　本セミナーは、実務の中で本質的に何を課題に設定すればよいのか、という視点や
思考、発想をさまざまなケースを通じて学ぶプログラムです。

会期・受講形態（会場）※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

  2021年06月08日（火）※オンライン
  2021年09月13日（月）※オンライン＆会場（東京）
  2021年12月06日（月）※オンライン＆会場（東京）

1. 「課題設定力」とは？
•問題とは？課題とは？
•課題設定に必要な力
•視点・思考・発想の偏りを知る
•ロジカルシンキング（論理的思考）とラテラルシンキング（水平思考）の使い分け

2. ■Step1  問題の明確化
1-1．ロジカルに問題を整理する
　　  整理する見方と考え方（MECE、フレームワーク、仮説思考）
1-2．ラテラルに問題の捉え方を変え
　　  問題を捉え直す（視点移動）

3. ■Step2  原因を分析する
2-1．ロジカルに原因を究明する

  “何故”を繰り返す（ロジックツリー）
2-2．ラテラルに原因を探し出す
　　  一見関係ないことに視点を切り替える
　　  仮説形成のための「観察」

4. ■Step3  課題を設定する
3-1．ロジカルに解を導き出す
　　  仮説思考
3-2．ラテラルにアイディアを出す
　　  アナロジー（類推)
　　  ブレーンストーミング

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

10:00

時間

17:00

業務マニュアル作成の具体的な進め方、活用スキルとノウハウを学ぶ

業務マニュアル
作成・活用セミナー

セミナーID

2日間

プログラム （昼休み12:00 ～ 13:00）

※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）

102,300円／ 1名
114,400円／ 1名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

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。

100205

30名定　員

梅田 修二
株式会社日本能率協会コンサルティング
チーフ・コンサルタント
ビジネスプロセスデザインセンター長  他

講　師

対　象
●定型業務の標準化・マニュアル化をしたい方々
●理解しやすく使いやすいマニュアル作成のポイントを学びたい方
●マニュアル化により、業務効率を高めたい方

参加のおすすめ
業務マニュアルを作成しようとすると、何から手をつけてよいか、どこまでの内容

をマニュアルに反映したらよいかなど悩んでしまいます。また、せっかくマニュアル
を作成したにも関わらず、「わかりにくい！使いづらい！」と、活用されずにそのまま
保管されているケースも多く見受けられます。

本セミナーでは、業務マニュアル作成の意義、ポイントをはじめ、構成内容や
業務特性に応じたマニュアルの作成方法と活用方法を学んでいただきます。豊富な
演習を通じて具体的な進め方を実践・習得することができます。

会期・受講形態（会場）※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

2021年06月03日（木）～04日（金）※オンライン
2021年09月29日（水）～30日（木）※オンライン
2022年02月07日（月）～08日（火）※オンライン

1. オリエンテーション
2. 業務マニュアル作成の意義

（1）最近の環境変化　　　　（2）業務マニュアルの存在意義
3. 活用される業務マニュアルにするためのポイント

（1）わかる　　　　　　　　（2）探せる　　　　　　　（3）更新できる
4. 業務マニュアルの構成

（1）手順書　　　　　　　　（2）要領書　　　　　　　（3）例外処理
（4）標準サンプル　　　　　（5）対応事例集　　　　　（6）チェックリスト
■個人演習  活用される業務マニュアルにするため、サンプルマニュアルの改善点を抽出する

5. 業務マニュアル作成の全体像
（1）作成の基本スタンス　　（2）作成の全体の流れ
（3）作成目的の明確化　　　（4）作成範囲を定める　　（5）作成の体制
■個人演習  サンプル業務のマニュアルを作成する

6. 業務の特性別のマニュアル記載内容
（1） 業務別の特性と記載すべき内容　（2） 業務特性別マニュアル事例　（3） 引継書の構成
■個人演習  業務一覧表を作成し、業務マニュアルの作成対象業務を選定して、業務マニュアル

作成計画を策定する

２日目：業務マニュアルの具体的な作成方法と活用方法を学ぶ
10:00

時間

17:00

7. 業務の標準化とその進め方
（1）標準化とは　　　　　　　　　　（2）現状業務の流れの整理
（3）実務者インタビューのやり方
（4）業務フローの書き方　　　　　　（5）現状の問題点の抽出
（6）標準化視点の適用　　　　　　　（7）業務手順のまとめ方
■グループ演習  実際の自分の業務を題材に標準化を行い、業務マニュアルを作成する

8. 業務マニュアルの活用方法
（1）業務マニュアルの有効活用とは　（2）業務マニュアル活用の場面と活用方法
（3）業務ロールプレイング　業務の実演とマニュアルの内容比較によるスキルアップ
（4）デイリートレーニング　ベテランと新人のペアによるスキルアップ

9. 業務マニュアルの更新
（1）業務マニュアル更新の必要性　　（2 ）随時更新　　（3）定期更新

10. 総括

１日目：業務マニュアル作成の意義と作成上のポイントを学ぶ
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１日目
9:30

時間

17:00

論理的思考パターンを身につけ、“問題解決”の質・効率・スピードを向上させる

ロジカルな思考力を鍛える
問題解決力強化セミナー

セミナーID

2日間

プログラム （昼休み12:00 ～ 13:00）ねらい

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。

114,400円／ 1名
137,500円／ 1名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

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。

100179

20名定　員

眞下 仁
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング
プロフェッショナル・アソシエイト

講　師

対　象
●問題解決・問題発見のスキルを身につけたい方
●組織の問題解決、業務改善、業績向上等を推進する職場のリーダー、管理職、
　その候補者
●社内外の各種の問題解決に取り組む方
●ロジカル・シンキング（論理的思考）力を強化したい方

ビジネスには、些細なことから大きなことに至るまで、多くの問題が存在してい
ます。それらの問題を解決するには、ロジカル・シンキングを用いて、「問題を探し」

「原因を分析し」「対策を立案し、解決する」プロセスを踏むことが重要です。
本セミナーでは、問題解決の基盤となる論理的思考を身につけ、発見・設定した

問題や課題について、構造を明確にして原因や対策を導く一連の方法を学びます。

会期・受講形態（会場）※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

2021年  6月10日（木）～11日（金）※オンライン
2021年  9月  9日（木）～10日（金）※オンライン
2021年11月10日（水）～11日（木）※オンライン
2021年12月  9日（木）～10日（金）※オンライン
2022年  2月  8日（火）～  9日（水）※オンライン

☆オリエンテーション
•セミナーの目的・進め方
•ゲームによる論理的思考法の理解 ■演 習

1. 問題解決の考え方とステップ
•思考の基本姿勢：クリティカル・シンキング（批評的思考）

（ゼロベースで大局的に考える、思考停止に陥らないために 等）
•問題解決のプロセスとポイント ■演 習

2. 論理的思考（ロジカル・シンキング）
１. 分ける：ＭＥＣＥに（モレなくダブりなく）、目的に合った分類基準で
２. 構造化する：階層構造＋並列構造・ディメンジョン（次元）の統一　　　   ■演 習
３. 推論する：ロジカルな推論・推論と仮説検証思考 ■演 習

3. 問題を探す・課題を設定する
•「問題・課題」の定義化
•問題の種類：「原因究明型」と「理想追求型」

２日目
9:30

時間

4. 問題の原因分析
•分析の進め方と考え方

5. 対策の立案から決定まで
•対策立案のためのツール
•対策決定のためのツール

6. 総合演習 ■演 習
•問題解決演習（ケース演習）

～ロジカル・シンキングを用いて問題解決をはかる～
7. クリエイティブ・シンキング（創造的思考）による問題解決

•クリエイティブ・シンキングの必要性と活用場面
•クリエイティブな発想方法・ツール ■演 習
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※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

１日目
9:30

時間

17:00

２日目
9:30

時間

17:00

改善リーダーのためのBPM（ビジネスプロセスマネジメント）入門

業務プロセスの可視化・
改善スキル習得セミナー

セミナーID

2日間

プログラム （昼休み12:00 ～ 12:50）参加のおすすめ

※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）

102,300円／ 1名
114,400円／ 1名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

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。

100207

30名定　員

田中 良憲 
株式会社日本能率協会コンサルティング
シニア・コンサルタント
働き方改革センター長

講　師

本セミナーは、事業部門内の業務プロセス・仕事の流れを改めて把握し、継続的
に改善・改革を推進していくための、「可視化と改善の方法論」と、「継続的に改善
する仕組みづくり」の習得に重きを置いた内容となっています。

業務プロセスの特性を構造的に捉え、本質的な改善活動に着手し、継続的に進めて
いくマネジメントの仕組みを習得します。

①業務改革、業務プロセスの継続的改善（ビジネスプロセスマネジメント）概論を
理解します。

②業務プロセスの可視化と継続改善活動による、業務・マネジメントの仕組み化、
定着化ポイントを学びます。

③これらの習得ポイントを演習・ケーススタディを通じて一気通貫で実践的に学び
ます。演習で用いる分析ツールやフォーマットを活用することでエッセンスを
社内に適用できます。

※ビジネスプロセスマネジメントとは…企業活動の成果実現、目標達成に向けて、ビジネス・プロセスの
改善サイクルを、人とITにより迅速に実現する新しいマネジメントの考え方

対　象
●部門・職場の業務プロセス見直しや働き方改革を具体的に進めていく、取り組み部門の部門

責任者、改善リーダー、改善スタッフ
●“職場の継続的改善力”強化・体質改善、管理の仕組み化に取り組む、経営企画・事業部門内

企画担当の方
●定常業務を進めつつ、部門改善に具体的に取り組む実務スタッフ
●お客様の業務実態を把握し、問題示唆を行なう立場のアウトソーサーや情報システム会社の方

会期・受講形態（会場）※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

2021年  5月27日（木）～28日（金）※オンライン
2021年  9月  2日（木）～  3日（金）※オンライン
2021年12月  8日（水）～  9日（木）※オンライン
2022年  2月  3日（木）～  4日（金）※オンライン

3. 業務パフォーマンスを可視化する
•業務プロセスを定量化するやり方、管理指標・KPI設定方法を学ぶ
■ワークショップ　業務量の可視化
•業務量とムダの数値化
•ムダ発生の考察

4. 業務プロセスを改善する
•業務の“ムダ”の構造“MPU”ロスを理解する
•改革・改善視点で、チェックリスト的に改善案を考える
•継続改善のための業務管理、マネジメントの改善
■ワークショップ　業務プロセスの改善検討
•ケース会社問題まとめ、改善案ブレインストーミング

•業務プロセス改革、継続的改善活動の事例紹介
•2日間まとめ
•業務プロセス改革の取り組みポイント

1. 業務プロセス改善・改革活動の概要
•業務改革の背景「なぜ業務改革は進まないのか？」
•業務プロセスのマネジメント、継続改善の実現
•「継続的改善活動」の全体感、概要、ステップ
■ワークショップ　業務プロセス改革仮説づくり
•問題仮説のまとめと共有化

2. 業務プロセス可視化へのチャレンジ
•業務プロセスとは何か？
•業務の可視化“種類”“流れ”“量”の可視化、目的に沿った最適な手法の選択
•業務プロセスの構造を理解し、体系を可視化する
■ワークショップ　プロセス可視化演習
•ケース会社の仕事の流れを大きくつかむ
•BPMN“Business Process Modeling Notation”による業務フローの作成
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