相手の自発的行動を促進する、部下育成に有効なコミュニケーションスキル

32 コーチング・スキル

トレーニングセミナー

2日間

ねらい

株式会社コーチ・エィ
講師陣

定

員

24名（1開催1社4名まで）

2021年 5月25日
（火）
～26日
（水）※オンライン
2021年 9月28日
（火）
～29日
（水）※オンライン
2021年11月25日
（木）
～26日
（金）※オンライン
2022年 3月 3日
（木）
～ 4日
（金）※オンライン

参加料（税込）
会

員

本セミナーでは、女性リーダーに必要なマネジメントに活かせる4つのスキルをお伝えしながら、目指すリーダー像を明確にしていきます。

●参加者は女性リーダー層が対象となるため、女性同士でお互いの部下
育成に関する課題点を共有しながら、セミナーを進行いたします。

対
実習
■

セミナーID

9:30

参加料（税込）

150689

（昼休み12:00 ～ 13:00）

9:30

◆ オリエンテーション

講義・討議
■

•聞く能力を高める
（アドバンス編）

•相手の自己成長感を刺激する
「承認」（アドバンス編）

3. コーチング・スキル（1）質問

•リクエストやフィードバックで部下を育てる

（1）相手に考えさせ、自主性を育てる
（2）アイデアだけでなく、やる気を引き出す
（3）長期的に使うことで 、指示待ち族を自立した人材に
育てる

講義・討議
■

① 部下のモチベーションの源泉の探し方

② やる気を高めるコミュニケーションの構造
講義・実習
■

ディスカッション ■
エクササイズ
■

●やる気と行動を引き出す1on1の会話の創り方

5. まとめ
“良いコーチ”
と
“コーチ型マネジャー”
になるために

68,200円／ 1名

※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）

17:00

（1）意見の飛び交う活性化した職場にする
（2）報連相、提案の多いチーム作りに活かす
（3）相手に安心感を与え、話させる技術
ディスカッション ■
エクササイズ
■

5. コーチング・スキル（3）アクノレッジメント
（1）部下を動かす言葉や行為とは
（2）どのように認めたら部下は動くのか
（3）明日から使えるアクノレッジメント集
ディスカッション ■
エクササイズ
■

6. コーチング・スキル（4）タイプ分け

（1）人はそれぞれ違う
（2）価値観と行動様式のパターンに関するセルフチェック
（3）周りからはどう理解されているのかのフィードバック
（4）考えの違う部下との信頼関係の築き方
ディスカッション ■
エクササイズ
■

7. コーチングエクササイズ

（1）目指すリーダー像、リーダーシップを明確にする

●1on1の成功のコツとは？

56,100円／ 1名

4. コーチング・スキル（2）ペーシング

8. まとめと質疑応答

討議
■

●職場実践に向けて

※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。

17:00

※個人演習、ペア演習があります。
※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。

２０２１年４月号

２０２１年４月号
34

ディスカッション
■

•
「承認」
と
「賞賛」
の違い
（基礎編）

3. 部下のモチベーションの源泉を把握する

■ オープニング

（1）女性リーダーだからこそのテーマや課題とは
（2）なぜ、今女性リーダーにコーチングが注目されて
いるのか

•よき聞き手になる
（基礎編）

（昼休み12:30 ～ 13:30）

１日

2. 女性リーダーとコーチング型マネジメント

（職場の1on1 ミーティングを定着させていきましょう）

外

68,200円／１名

（1）コーチングの定義・コーチングの三原則
（2）コーチング型マネジャーが成果を生む

③ 部下の自発的な行動を促進させるために

員

56,100円／１名

1. コーチングとは

講義・実習
■

•効果的な質問の創り方（アドバンス編）

○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。

外

・研修の目的
女性リーダーとしてマネジメントにコーチングを活かす

② 部下との信頼関係を構築する

4. 職場でコーチングを活かす

員

時間

１日

•効果的な質問をする
（基礎編）

2021年06月21日
（月）※会場（東京）
2021年10月06日
（水）※会場（東京）
2021年12月17日
（金）※会場（東京）
2022年02月24日
（木）※会場（東京）

会

プログラム

① 部下の自発性を開発する

※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

記

※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）

●部下を成長させるコミュニケーションとは？

（コーチングの基本について学んだことのある方を対象にしております）

○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。

日本能率協会法人会員
上

24名

員

1. 改めて考える
「コーチング」の有効性

●部下や後輩に対するモチベーションの向上や育成スキルを向上させたい方

会

株式会社コーチ・エィ 講師陣

●女性リーダー同士での情報交換や学びを期待したい方

●自分自身のコミュニケーションの成長課題を明らかにする

（1on1をもっと職場で実践したいと思っている方など）

記

師

●コーチングの理論とスキルを学び、実践に繋げたい方

講 師
齋藤 淳子
株式会社ブライト・サクセサーズ
代表取締役
定

時間

●コーチングの基礎は知っているが現場でもっとうまく活用したいと思っている方

上

講

部下の育成や部下とのコミュニケーションを活性化したい女性リーダー、
管理者またはその候補者で

（コーチングのコアスキルを振り返りながらバージョンアップしていきましょう）

日本能率協会法人会員

象

17:00

象

参加料（税込）

●数あるコーチングスキルの中から4つのスキルに絞って、すぐに実践
できるようエクササイズやディスカッションを織り交ぜ、理解を深めて
いただく構成になっています。

講義・実習
■

2. コーチングをより機能させるために押さえておきたいこと

会期・受講形態（会場）

セミナーの特徴

※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。

プログラム

●コーチングスキルアップを通じて、コーチをする側に求められる
“関わりのスタンス”
を学ぶ
●コーチングスキルアップを通じて、職場での1on1をより有益なものにしていく
コツを学ぶ
●相手のモチベーションに対して理解を深めることでコーチングの効果的な進め方
を学ぶ

役割や興味をもつ女性リーダーがコーチングを学んでいる大きな理由となっています。

2日目

コーチング強化セミナー

ねらい

その中で、より効果的なマネジメントや部下の育成、自分自身のセルフマネジメントのために、コーチングを学び身につけ、マネジメントに活かしてい
る女性リーダーが増えています。ビジネスの場面だけではなく、プライベート・家庭でのコミュニケーションにも活かすことができることも、様々な

2021年06月21日
（月）
※オンライン
2022年01月24日
（月）
※オンライン

3. コーチングの実践（スキルトレーニング）（つづき）

33 管理職・リーダーのための
1日

ねらい

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。

【職場での実践に向けて】
•コーチングプロセスを使って：総合ロールプレイ
職場の実例をテーマに、総合ロールプレイを行い、
現場での新たなテーマ設定を行う
•今後に向けて（行動計画）

114,400円／ 1名

外

※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）

講義・実習
■

【相手に望むことを明らかにする】
•提案と要望

102,300円／ 1名

日本能率協会法人会員

講義・討議
■

【相手のタイプを見分けてコミュニケーションを交わす】
•タイプ分け
•タイプ別コミュニケーションの取り方の違い
•部下のタイプにあわせたアプローチ

○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。

24名

多くいます。そして、それを家庭や子育てとの両立をしながら行っている人も多いというのが現状です。
講義
■

【相手に合わせる ～安心感が人を動かす】
•コミュニケーションはキャッチボール
•ペーシング（バーバル ノンバーバル）
•アクノリッジメント（存在承認）

時間

員

コーチングは、相手の自発的な行動を促し、1人ひとりの強みを生かした組織を作っていくためのコミュニケーション術です。女性リーダーの方々の

【相手から引き出す】
•効果的な質問 質問の種類
相手から引き出す質問とは

9:30

定

151037

部下育成

部下育成

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。

34

セミナーID

中には、性別・考え方の異なる部下をマネジメントすることに、目指すべき女性リーダーのロールモデルの無い中で孤軍奮闘しながら取り組んでいる方が

★コースオリエンテーション

3. コーチングの実践（スキルトレーニング）

17:00

女性リーダーのための
実践コーチング型マネジメントセミナー

1日

（昼休み12:30 ～ 13:30）

2. コーチングが求められている企業環境

●自身のコーチングスキルを客観視し、不足している知識や技能を学びたいと
思っている方

対

師

1. コーチングとは何か

●部下に自発的な行動を促したいと思っている管理職の方

記

講

１日目

時間
9:30

象

上

100199

プログラム

経営環境が急激に変化している昨今、個人の持てる能力をフルに発揮し、迅速で
幅広い視野で判断をしながらのビジネス展開が期待されています。
『コーチング』は相手の自発的行動を促進するためのコミュニケーションスキル
です。今まで以上に個人を活性化し、組織のダイナミズムに直接働きかけていく
スキルです。
本セミナーでは自発的行動が起こる環境を創り、相手から多くのアイデアを
引き出し、確実に行動に移すよう導くスキルを学んでいきます。実習中心のライブ
形式で進めますので、その効果を体感し、実際に使えるスキルを身に付けること
ができます。

対

セミナーID
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