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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。

メンタルヘルス予防のための職場の心理的安全性の対処法を学ぶ

管理職・リーダーのための
メンタルヘルス・マネジメント基本コース

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）

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。

100189

30名定　員

羽地 朝和
株式会社プレイバック・シアター研究所 代表

高橋 和美
株式会社プレイバック・シアター研究所 主任講師

講　師

１日目
10:00

時間

17:00

２日目
10:00

時間

対　象
●管理職・職場リーダーの方々
●職場のメンタルヘルス対策を推進する方々
●総務・人事部門の方々　　●メンタルヘルスケアに関心のある方

※このコースはご自身の治療を目的としてはおりません。
現在、精神科・心療内科等で治療を受けていらっしゃる方は、ご遠慮ください。

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07月  1日（木）～  2日（金）※オンライン
2021年11月10日（水）～11日（木）※オンライン

1. オリエンテーション
•研修のねらい
•メンタルヘルスと組織活性化、人材育成の関係
•企業におけるメンタルヘルスの必要性
•メンタルヘルスとハラスメント・イノベーションとの関係

2. メンタルヘルスとストレスマネジメント ～ストレスとメンタルヘルスの関係～
•ストレスの正しい理解 •ストレスが生じる原因
•ストレスと生産性の関係 •自己のストレス度チェック
•ストレスを上手に発散する •自分の性格とストレスの関係
•職場マネジメントへの応用■ストレスチェック・性格分析
※ストレス発散の為の職場で簡単にできるエクササイズ　■演 習

3. 予防とストレスにタフな職場づくり ～心の栄養ストローク～
•働きがい・やりがいのある職場づくり　•心の栄養とメンタルヘルスの関係
•健全な職場風土づくり •メンタルヘルスは予防が重要　■演 習

4. 早期発見と具体的対処法 ～実際のマネジメントへの適用～
•ストレスサインの見分け方 •不調者への声かけと接し方
•マネジメントカウンセリングの具体的進め方
•面談での聴き方 •ケーススタディ
•ロールプレイング ■実習・ケーススタディ

5. メンタル不調についての理解
•うつと新型うつ •ネット依存
•アルコール依存
•発達障がいの方への対応、接し方

─ 二次障がいを防ぐことの重要性
6. 組織としての仕組みづくり ～組織としての取り組み～

•組織としてのメンタルヘルスへの対処
•復帰のために

7. まとめ
•質疑応答17:00

本セミナーの特長
①職場におけるメンタルヘルスやストレスマネジメントについて基礎から学び、より

健全な職場風土づくりに活かすポイントを学べます。
②自分自身を振り返ることで、自己のメンタルヘルスの状態を把握できます。また、

周囲の人のストレスサインを見つけ、心の問題を抱えたときの適切な対処法を学
べます。

③予防、早期発見などの具体的な対応について学び、メンタル不調者を未然に防ぐ
ポイントを学びます。

本コースのゴール（期待成果）

メンタルヘルス・
ストレス耐性の向上
モチベーション向上

メンタルヘルス・
ストレス耐性の向上
モチベーション向上

若手の育成と定着
ダイバーシティの推進
ハラスメントの防止

若手の育成と定着
ダイバーシティの推進
ハラスメントの防止

継続した生産性向上
組織活性化
イノベーション

継続した生産性向上
組織活性化
イノベーション
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講　師

セミナー参加のメリット

セミナーID

2日間

151260

「心理的安全性」を高める
チームのつくり方セミナー 30名定　員

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）

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

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02日（水）～03日（木）※会場（東京）
2021年12月15日（水）～16日（木）※会場（東京）

高橋 澄子
株式会社MOMO 代表取締役
認定心理士・経営コンサルタント

対　象
●「本音で話せるチーム」を目指したい管理職・リーダーの方
●チーム内のミスを減らし、生産性を向上させたい管理職・

リーダーの方
●部下・メンバーとの人間関係、コミュニケーションが難しいと

感じている管理職・リーダーの方

千葉大学心理学専攻卒業。アライアント国際大学カリフォルニア臨床心理
大学院中退。株式会社日本能率協会コンサルティングで17年間新事業開発
と人材育成に従事し2007年起業。心理学とコミュニケーション論を活かし
た手法により、個人の能力開発と組織の活性化に成果を上げている。
米国CTI認定プロフェッショナル・コーチ、
産業カウンセラー

【共　　著】
「ビジネス心理検定試験公式テキスト」（中央経済社）

【翻訳支援】
「エグゼクティブコーチング」（日本能率協会マネジメントセンター）

ミスを恐れず成果を上げる！

※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
10:00

時間

17:00

プログラム （昼休み12:00 ～ 13:00）

◆ 研修のはじめに
・体験学習で、今日から意識・行動を変える

1. 心理的安全性とは
・「心理的安全性」が注目される背景
・心理的に安全なチーム VS. 安全でないチーム
・「心理的安全性」が個人・組織に与える効果

2. 「心理的に安全な」部下・メンバー育成
■演 習 ①　共感＆自己開示する

・共感して相手の話を聴き、信頼される
・リーダー自身が自己を開く

■演 習 ②　鏡になるコーチング（対話による成長の促進）
・安心して内省できる場を提供する
・思いや考えの整理を助ける
・答えを見つけ、行動に結びつける

■演 習 ③　自分の感情をマネジメントする
・リーダー自身の心理的安全を維持する
・怒り・不安をコントロールする

■演 習 ④　フィードバック・フィードフォワード
（成長をうながす話し方）　
・日常会話（人間関係のメンテナンス）
・話し方と内容を分ける
「相手を尊重した」話し方・「率直な」内容

・過去の振り返りと未来の検討

3. 「心理的に安全な」チームのつくり方
■演 習 ⑤　建設的な対立を歓迎する「ファシリテーション」

・参加者全員で話し合える対話の場の作り方・ルール
・全員が均等に意見を述べる司会進行
・議論の見える化

〈発散の場づくり〉
・発想・意見の引出し

〈収束の場づくり〉
・ 中立的な立場で対立を扱う（合意形成をうながす）

◆ 全体の振り返り

２日目
10:00

時間

17:00

心理的に安全な場での『成長のサイクル』□ Google社にも見られる「心理的に安全」な状態を体感できる！
2日間のワークを通して、目指すべきロールモデルが明確になります。

□ チーム内の「自己開示」が進み、信頼関係を築くことができる！
互いに情報開示することで信頼関係が深まり、結果を残す集団が出来上がります。

□ 心理学とコミュニケーション論に基づいた体系的な知識・
具体的なスキルを習得できる！
本セミナーは、心理学とコミュニケーション論のプロが講師を務め、講師による
デモンストレーションを交えながら、実習を通して体験的に学べます。

自己認識

自己開示

自己呈示

『ありのまま』の自分を素直に表現する

『自分は○○な人間』
だと理解している

『見せたい』
自分を演出する

どんな自分でも
「OK！」だと感じられる場

自己表現

不安・恐れ相手に配慮しな
がら、積極的に
主張・行動する

『新しい自分』に
気づく、成長する

承認 承認

承認
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会議の進行やプロジェクトの遂行を、円滑かつ効果的に推進する

ファシリテーション・スキル
修得セミナー

セミナーID

2日間

プログラム （昼休み12:30 ～ 13:30）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。

100182

21名（1開催1社4名まで）定　員

乾 　宗弘
折原 　隆
足立 英治

株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング

講　師

対　象
●会議、組織の運営などを効果的に行うことを必要としている方
●プロジェクトリーダー、プロジェクト事務局の方
●管理職、リーダーの方
●部門間調整を担う方

1 チームの運営や組織変革における、ファシリテーターの役割と重要性についての
認識を深める

2 ファシリテーターが注力すべき３つの要素を理解し、そのための具体的スキルを
習得する
●ファシリテーターとしての自分のコンピテンシーとスキルを自己診断し、改善

分野を特定する
●グループ演習を通じて、自分のファシリテーション・スキルに対するフィード

バックを得る
3 今後のアクションを明確にし、実際に自分が参加する会議やプロジェクト等に

つなげる

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  3日（木）～ 4 日（金）※会場（東京）
2021年  9月  7日（火）～  8日（水）※会場（東京）
2021年11月25日（木）～26日（金）※会場（東京）
2022年  2月  3日（木）～  4日（金）※会場（東京）

１日目
9:30

時間

17:30

２日目
9:30

時間

1. ファシリテーション・スキルとチームワーク
•ファシリテーションとは　　・チームワークとは
•チームビルディング　■演 習 

2. 効果的な会議
•会議の基本要素　　　　　　•事前準備作業
•会議の必要性の確認　　　　•ロジスティクスの準備
•主要メンバーとの事前打ち合わせ（障害除去）
•アジェンダ作成　　　　　　•会議　■演 習

3. 議論のファシリテーション
•コンセンサスとは
•コンセンサスを導くプロセス ・積極的傾聴 ～ 3つの基本～
•コンセンサス　■演 習　
•議論がずれた時の対処法など

4. 議論のための諸ツール
•ブレーンストーミング　■演 習 •親和図
•ペイオフ・マトリクス •プロセス・マッピング

5. 総合演習
•ロールプレイによる演習　■演 習

6. まとめ

[ 進め方] 会議目的、メンバー個々の役柄を設定し会議を実施する。
①5 ～ 6 人1 組となる。
②それぞれが別々の役となり、それぞれのロールシートを読みながら役作り

をする。ファシリテーター役は進め方などについて考え、会議を設計する。
③実際に会議を実施する。問題点を洗い出し、解決策を探る。
④これまでに習ったスキルやツールを用いて効率よく会議を進める。
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