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部下・メンバーに合わせた、実践的なコミュニケーション力と対応力を養う

※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

※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

セミナーID

2日間

100200

ねらい

プログラム （昼休み12:00 ～ 13:00）

講　師

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。

リーダーシップスタイルの発見と
部下対応力向上セミナー

●管理職・リーダーに期待される役割を再確認します。
●DiSC診断により自分の「強み」や「弱み」、自己のリーダーシップの特徴を理解します。そのうえで、“自分らしい”リーダーシップスタイルを見つけ

出していきます。
●「傾聴」を通して“ 部下の自立を支援する”ための実践的なコミュニケーションを学びます。
●部下・メンバーの指導や育成上の課題を整理し、今後の方向性や具体的な対応法を明確にします。

本セミナーで活用する「DiSC診断」とは
　人間にはそれぞれの行動傾向があり、その動機や欲求が異なります。「DiSC診断」はこの人間の行動傾向を「D」、「i」、「S」、「C」の4つのタイプに
分類したものです。
　「D」は主導型、「i」は感化型、「S」は安定型、「C」は慎重型を意味します。自分がどのタイプであるのかを解析し、その上で自己認識、他者理解を深め、
職場での意思疎通等に役立てます。この「DiSC」理論を活用することにより、自身のリーダーシップスタイルを見つけ、部下・メンバーとのより良い
コミュニケーションの取り方を学べます。
　※2019年度から、本セミナーのDiSC診断は、Everything DiSC® に変更になっております。

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24日（木）～25日（金）※会場（東京）
  2021年10月26日（火）～27日（水）※会場（東京）

2021年12月15日（水）～16日（木）※会場（東京）
2022年02月07日（月）～08日（火）※会場（東京）

1. リーダーに期待される役割と必要な能力
・リーダーシップとマネジメント
・リーダーの役割と必要な能力
・部下・メンバー育成の基本的な考え方

■グループ討議・発表・講義

2. 自身のDiSCスタイルを知る
DiSCの紹介 ・あなたのスタイル
 ・あなたの優先事項
 ・モチベーションとストレス
■講義・ビデオ・グループ討議・発表

3. 他のスタイルを理解する
DiSCそれぞれのスタイル理解

■講義・グループ討議・発表

4. より効果的な人間関係のために
各タイプとの付き合い方

■ビデオ・グループ討議

２日目
10:00

時間

17:00

5. 部下・メンバーのタイプ分析（タイプの見分け方）
部下・メンバーのタイプの想定と今後の育成プラン

■ワーク・グループ討議

6. 動機づけとコミュニケーション
・リーダーのコミュニケーションスキル

■ロールプレイング
　「部下の自立を支援するコミュニケーション ― 傾聴」
　「問題解決を支援するコーチング」

菅原 裕子
有限会社ワイズコミュニケーション 代表取締役

対　象
●部下・メンバーとのコミュニケーションをより良い形にしたい
　職場のリーダー・管理職の方
●部下・メンバーの実践的な育成方法について学びたい方

事前課題
Web上でDiSC診断を受診いただき、その診断結果をカラー印刷して
ご持参ください。DiSC診断のご案内は、参加者に直接送付いたし
ますのでセミナーお申込み時に、参加者のメールアドレスのご記入を
お願いいたします。

リーダーシップ、コミュニケーション、ファシリテーション、
コーチングを専門とし、企業の人材開発、コミュニケー
ション環境向上、企業文化構築のためのコンサルティング
活動・研修・講演を行う。また、経営者・経営幹部の

コーチングを多く手掛ける。学校・教育機関の人材開発にも携わり、
1995年より、NPO法人「ハートフルコミュニケーション」を主催。各地
PTAにて講演活動を行う。
サンタフェNLP ／発達心理学協会トレーナー

【主な著書】 「コーチングの技術」 講談社現代新書
　　　　 　「思いを伝える技術」 PHP研究所
　　　　 　「子どもの心のコーチング」 二見書房／ PHP研究所（文庫）
ワイズコミュニケーションＨＰ　http://www.ys-comm.co.jp

24名定　員事前課題
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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

業務効率編

チーム力向上編

リーダーに必要な能力・スキルを1日で学ぶプログラム！　 ※【チーム力向上編】研修有り 

リーダーの「5つの仕事力」研修
セミナーID

1日

プログラム （昼休み12:30 ～ 13:30）

※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。

※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

リーダーに必要な能力・スキルを1日で学ぶプログラム！ 　※【業務効率編】研修有り

リーダーの「5つの仕事力」研修
セミナーID

1日

プログラム （昼休み12:30 ～ 13:30）

※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。

30名定　員

菓子田 圭子
株式会社ビジネスプラスサポート
人財育成プロデューサー

講　師

対　象
●はじめてリーダーになった方
●リーダーに必要な能力を、自己流ではなく改めて学びたい方
●リーダーとして仕事の質や生産性を高めたい方

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06月08日（火）※オンライン＆会場（東京）
  2021年10月18日（月）※オンライン＆会場（東京）
  2022年01月24日（月）※オンライン＆会場（東京）
  2022年03月07日（月）※オンライン＆会場（東京）

100577

30名定　員

菓子田 圭子
株式会社ビジネスプラスサポート
人財育成プロデューサー

講　師

100578

ねらい
●組織におけるリーダーの役割や存在意義について理解を深める
●仕事の質や生産性を高めるための、リーダーに必要な「5つの仕事力（指導力、論理

的思考力、改善力、実行力、段取り力）」を習得する
1.強いチームをつくるリーダーの役割

(1) リーダーに必要な5つの力： ①指導力　②論理的思考力　③改善力　④実行力　⑤段取り力
(2) 自分の役割が分からずに戸惑う若手リーダー
(3) 主体的に行動すること

2. 仕事力①：部下・チームメンバーを育成する≪指導力≫
(1) リーダーシップとは
(2) 混迷時代に求められるリーダーシップとは？　■グループワーク
(3) リーダーシップ3原則
(4) 部下・チームメンバーから期待されるリーダーとは？
(5) 2つのパワーを知る
(6) リーダーは「人間」を知ることが大事　■ケーススタディ

～こんな部下にはどう対応する？～

3. 仕事力②：問題解決や意思決定のベースになる≪論理的思考力≫
(1) 論理的思考力とは“筋道立てて物事を考えること”
(2) なぜ論理的思考が必要なのか　～論理的思考が必要な場面は？～
(3) 「創造的発想」と「論理的思考」のバランス

※参考資料： ●リーダーに不可欠な論理的思考　●役立つフレームワーク思考
(4) 話し方のフレームワーク　■ペアワーク
(5) 目的と手段を区別した説明の仕方
(6) 問題解決力を磨く　■グループ・ケーススタディ

4. 仕事力③：残業をゼロにする仕事の効率化≪改善力≫
(1) リーダーが率先して改善風土をつくる (2) “改善”とは
(3) 改善は“三方よし”の活動 (4) 仕事に対する「細かい改善」が成果を生む
(5) 生産性を意識した仕事の進め方
(6) あなたの周りにもきっとある「5大ムダ」　■チェックリスト

5. 仕事力④：上司の方針を体現する≪実行力≫
(1) P‐D‐C‐A のマネジメントサイクルを回す
(2) Plan＝目標と行動計画設定 Do＝目標達成に向けての活動

Check＝達成度の確認・検証 → 目標修正 Act＝改善行動
(3) 目標達成に向けての活動演習　■体験学習
(4) 体験を明日に生かすために　■グループワーク

6. 仕事力⑤：業務を効率化し、成果を生み出す≪段取り力≫
(1) 段取りとは何か？
(2) 自分流段取り術　■グループワーク
(3) あなたの段取りを狂わせるものは何か　■グループワーク
(4) 仕事の段取りを決める要素
(5) 未来を創るための投資の時間を生み出す
(6) 仕事の“見える化”で割込み仕事を削減する
(7) 今より生産性を高める仕事の進め方　■個人ワーク

対　象
●リーダーとして、一段上の仕事をしたい方
●チームの能力を引き出し、より成果を高めたいリーダーの方
●はじめてリーダーになった方

ねらい
●「筋肉質で強い組織づくり」の実現に向け、リーダーの役割と行動を再認識する
●個々のチームメンバーの力を集結し、成果を出すために必要なリーダーの「5つの

仕事力（影響力、深堀り力、察知力、場回し力、チームビルディング力）」を習得
する

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07月14日（水）※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. リーダーとは「人の心を動かす人」
(1) リーダーに必要な5つの力

①影響力　②深掘り力　③察知力　④場回し力　⑤チームビルディング力
(2) 職場で起こっている問題　■グループワーク
(3) 「巻き込み力」現状チェック　■チェックリスト

2. 仕事力①：部下を巻き込む≪影響力≫
(1) 混迷時代の組織を取り巻く環境
(2) リーダーシップとは？　～変革リーダーシップ～
・組織を変革に導くステップ

(3) 育成の価値観を整理する
(4) 影響を与えられるリーダーの振る舞い
(5) 部下育成における課題解決支援
(6) こんな部下にはどう対応する？　■ケーススタディ

～効果的な部下支援・上司補佐を考える～

3. 仕事力②：課題を発見し、解決につなげる≪深掘り力≫
(1) 3種類の問題（発生型、探索型、設定型）

①問題と問題点（＝課題）の違い　②問題の種類（3つの類型）
(2) 発生型、設定型問題解決のステップ
・問題解決  5つの留意点

(3) 問題解決演習　■グループワーク

4. 仕事力③：上司の意向を察知し、信頼を得る≪察知力≫
(1) 上司補佐現状チェック　【チェックリスト】
(2) 上司の意向を察知するために必要な3つの力

①メッセージを読み取る　②WHY型思考　③気持ち、言動を肯定的にとらえる
(3) 日頃から感性を高めるための工夫
(4) 自分流のセルフコントロール術　■グループワーク

5. 仕事力④：会議を活性化し、チームの一体感を高める≪場回し力≫
(1) リーダーに必要なファシリテーション
(2) ファシリテーターの役割
(3) 会議、ミーティングをマネジメントする　～意見を引き出す質問の仕方～
(4) 合意形成の導き方　■グループワーク

6. 仕事力⑤：強いチームをつくる≪チームビルディング力≫
(1) 職場で起こっている問題とリーダーの課題
(2) 組織風土は見えざる資産
(3) リーダーのチームビルディングに必要な「視野・視座・視点」
(4) 私たちに必要な「全体最適思考」　■グループワーク
(5) チームビルディングに必要なダイバーシティマネジメント
(6) ダイバーシティマネジメント推進のメリット■グループワーク
(7) 強いチームづくり実現のポイント

①心理的安全を確保　②効果的にフィードバック　③1on1の対話の活用

（旧名称：リーダーの「5つの仕事力」強化研修【基礎編】）

（旧名称：リーダーの「5つの仕事力」強化研修
【ステップアップ編】）
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