4 ディベート実践で学ぶ、

動画撮影

論理的な伝え方と思考力強化セミナー

2日間

ねらい
企業や組織は多様な価値観や個々の能力を最大限に活用するため、建設的な議論
によるコミュニケーション活動と、変化に対応できる迅速かつ適切な判断や意思決定
のスピードが必要とされています。
本セミナーでは、そのために必要な思考力、分析力、構成力、伝達力、傾聴力
等をディベートの手法を用いて養うとともに、特に
“論理的”な
「伝え方」
や
「表現力」
の強化を図ります。

（昼休み12:30 ～ 13:30）

1. 論理的コミュニケーションとディベート

2. ディベートの理論（1）

対

•ディベートの分析手法
•提案の可否を純利益から判断する
•メリットとデメリットの構造化
•反論の考え方と効果的な提示法

17:30

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。

ビデオ視聴とフィードバック
•問題解決提案プレゼン演習2 ■
•更に高度な議論の展開
•効果的な質疑応答

2021年07月12日
（月）
～13日
（火）※オンライン
2022年02月01日
（火）
～02日
（水）※オンライン

参加料（税込）
会

5. チームディベート実践

•問題解決提案型ディベート総合演習
•チーム準備と実践演習
•講師からのコメント

○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。

114,400円／ 1名

日本能率協会法人会員
員

※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）

17:30

（昼休み12:00 ～ 13:00）

１日
1. ダイバーシティ時代の異文化マネジメントとは

①外国籍社員増加のトレンドと活用するうえでの課題
•外国人材活用の現状 •コミュニケーションギャップの事例 •外国人材の来日動機

グループワーク
①国籍・文化ごとの特性と価値観 ■
•中国人、台湾人、韓国人 •ベトナム人、フィリピン人、タイ人 ほか
•ムスリムに対する基礎知識と応対
②国籍ごとのマネジメントのポイント
•NG対応の具体例 •多国籍メンバーのチームビルディング •国籍ごとの相性

4. 外国籍メンバーに対するコミュニケーションと指導法

①外国人コミュニケーションの前提
•日本語能力バイアス •心を開く重要性 •コンテクストとは
•自己評価の日本人との違い •2割カスタマイズの鉄則
グループワーク
②外国人コミュニケーションの方法 ■
•外国人向け話法 •笑顔の重要性 •代表的なNGワード
•「やさしい日本語」の使い方
グループワーク
③外国籍社員に対する指導ポイント ■
•マイルールの明示
•「利」
の強調
•言語化5割増しの鉄則 •ほめ言葉サンドイッチ法

2021年 6月14日
（月）※オンライン
2021年12月 2日
（木）※オンライン

記

30名

グループワーク
①日本人との特性の違い ■
•時間の厳格さ •親日性 •日本人に対する理解
②外国人材の就業観
•転職に対する考え方 •キャリアパスへのこだわり

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。

上

員

2. 外国人の特性に関する基礎知識

●受講前に事前アンケートに回答いただきます。
アンケートはメールにて送付いたします。

会

5. 異文化マネジメントのケーススタディ

①異文化マネジメントのトラブル事例
•指指示の仕方 •注意の仕方 •叱咤激励が逆効果に
グループワーク
②相手の既知を知ることの重要性 ■

○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。

員

6. 実践トレーニング

49,500円／ 1名

日本能率協会法人会員

•セミナーのポイント
•ビジネスへの応用

定

3. 国籍・文化ごとのマネジメント法の違い

参加料（税込）

6. まとめ

137,500円／ 1名

外

２日目
4. ディベートの理論（2）

講 師
千葉 祐大
一般社団法人 キャリアマネジメント研究所
代表理事

事前課題

時間
10:00

象

事前課題

100646

プログラム

●外国籍社員に対するマネジメント力を身につけたい方
●外国籍メンバーとプロジェクトを進めるリーダーの方
●外国人技能実習生や留学生アルバイトを受け入れている方
●外国籍社員の採用を検討・実施している人事の方

•効果的な議論メモの取り方
•ミニディベートの準備と実践演習

時間
9:30

ねらい
グローバルなビジネス環境が加速する中、人財の質と数の不足から企業における
外国籍社員の採用がますます増え続けています。
本セミナーは、外国籍メンバーをマネジメントする方を対象に、外国籍社員との
価値観の違いや特性を理解し、適切なコミュニケーション方法や指導法を習得して
いただくことを目的に開催します。日本語が堪能で、チームに溶け込んでいる
（よう
に見える）
ため、考え方や行動の違いにとまどい、思わぬ反応を受けた経験のある
方も多いのではないでしょうか。特に、日本人の従来型の曖昧なコミュニケーション
方法や特有の価値観ではトラブルも引き起こしかねません。そこで、グローバル企
業でのマネジメント経験と外国人留学生への豊富な指導経験を持つ講師が、受講者
の苦手意識を払拭し、異文化マネジメントへの理解を深めます。

１日目

セミナーID

コミュニケーション向上セミナー

1日

24名

3. ミニディベート実践

●論理的に話すことが苦手な方
●事象や物事に対して多面的な見方や表現力を強化したい方
●中堅社員～管理職の方

記

員

ビデオ撮影
•問題解決提案プレゼン演習1 ■
•ナンバリング、ラベリング、一文一意図

象

上

定

•論理的に考えて伝えるとは
•論理的に話す際に気をつけること
•議論
（アーギュメント）
の構造
•クリティカルシンキングで情報リテラシーを磨く

① 論理的に考え、それを伝える方法について、多彩な演習を通じて、基礎から、
具体的、実践的に学ぶことができます
② 一方向に意見を伝えるのではなく、建設的に双方向で意見を交わしあい、より
実務に役立つコミュニケーション能力を身につけることができます
③ 講師から受講者へ詳細なフィードバックがあります

6 外国籍メンバーに対する

講 師
瀬能 和彦
日本ディベート協会 副会長／全国教室ディベート連盟 常任理事／
日本社会人ディベート連盟 顧問／芝浦工業大学 講師／
聖学院大学 講師／ ThinkHard 代表

時間
9:30

ダイバーシティ時代の異文化マネジメント

100172

プログラム

セミナーの特徴

対

セミナーID

コミュニ
ケーション

コミュニ
ケーション

短時間で的確に行う主張の仕方、意図を論理的に伝える構成力と思考力を身につける

ロールプレイング ■
フィードバック
●新しいルールを徹底させたいケース ■
ロールプレイング ■
フィードバック
●評価に不満のある部下を納得させるケース ■

55,000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。

※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。

上司・先輩との信頼の基盤をつくり周囲の巻き込み力を向上させよう

5 伝わる！報連相

事前課題 DiSC診断付

コミュニケーション実践セミナー

1日

ねらい
上司・先輩一人ひとりに、性格や行動の特性に違いがあるとは分かっていても、
その違いを学ばない限り、人はそれほど上司・先輩の傾向を常に意識することは
ありません。
本セミナーでは、４つの行動特性（D、i、S、C）の理論的な背景を理解し、その
うえで、ご 自身の報 連 相のスタイルを 発 見し、上司の 信 頼を得るコミュニケー
ションと仕事のすすめ方を学びます。
上司のタイプ別の動機・欲求に応じたコミュニケーションスタイルを学び、あなたの
強みを発揮できます。

対

（昼休み12:30 ～ 13:15）

2. 信頼の基盤をつくる

•報連相していても上司や先輩に
「伝わらないな」
「理解されない」
と思うことは
ありませんか?

•苦手な上司・先輩にどんな報連相をしていますか?
•行動様式の理解とその違いについて

3. DiSCで自分の行動特性を知る

•自分と上司・先輩のそれぞれのタイプに応じたプロフィールパターンを理解する
できる

5. 信頼を向上させる報連相スタイルを発見する

•各タイプで特徴をまとめる
（タイプ別の強み弱みを知る）

※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

•あなたのコミュニケーション・振る舞い方は、上司・先輩の信頼を得ていますか？

2021年07月12日
（月）※会場（東京）
2021年10月25日
（月）※会場（東京）
2022年02月14日
（月）※会場（東京）

参加料（税込）

6. 上司・先輩のタイプ別対応法のディスカッション
•上司や先輩のタイプ別対応法。報連相を考える

•ワークスタイル
（行動傾向）
の異なる上司・先輩への効果的なアプローチを考え、
コミュニケーション戦略をたてる

パートナーインタビュー／ロジックを組みたてての報告

○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
員

外

7. あなたと上司からの評価を比較し、
今後の課題とコミュニケーション戦略をつくる

51,700円／ 1名
58,300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）

演習
■

17:30

8. まとめ

※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。

2. 交渉の特徴と使い分け

•良い交渉とは？
•交渉を2次元モデルで考える ～交渉環境を俯瞰的に把握する！
•交渉に使えるカードBATNA
（バトナ）
とは ～交渉決裂時の魅力的な選択肢
•BATNAをコントロールする方法

3. 交渉の諸要素と基本的枠組み

象

●交渉の基本を学びたい方
●交渉力を強化し、仕事の成果をさらに高めたい方
●営業部門、購買・調達部門の方々
●プロジェクトや社内調整（部門間調整）
をうまく進めたい方
●上記のような
「交渉に関する課題」
を抱えている方

17:00

上

記

会

5. 競合的相手との交渉方法

•競合的相手との交渉ステップとは
•競合的相手に対する正しいリアクション
•真のニーズを掴めば解決策は無限にある

6. 交渉に関する、5つのコミュニケーション・スタイル
演 習 交渉に役立つコミュニケーション演習
•■

○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。

員

外

DAY 2(実践編）
4. 共通ゴールの設定

•信頼感を得るための布石を打つ
模擬交渉③ 独占販売権をめぐる交渉
•■

2021年 5月18日
（火）
～19日
（水）※オンライン
2021年 8月23日
（月）
～24日
（火）※オンライン
2022年 2月 7日
（月）
～ 8日
（火）※オンライン

模擬交渉④ ビル賃料の交渉
•■
•条件交渉（ZOPA）
とは
•「価格交渉」への基本的対応

114,400円／ 1名
137,500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）

•対立点、要望、問題の見直し、代替案と妨害案 •協調的交渉の流れを理解する
•交渉の基本的枠組みとは
模擬交渉② プロジェクトマネジャーの選出
•■
•交渉における鉄則 •コンフリクト解消の5ステップ •交渉を分析する／仮説検証

時間
10:00

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。

日本能率協会法人会員

1. 交渉とは

•「対立」
を
「合意」
に導く交渉
•コンフリクト解決の6つの手段と交渉の関係
模擬交渉① スーパー現場責任者の後任問題
•■
•交渉の2つのスタイル（競合的交渉と協調的交渉）

●関係性を重視するあまり、不利な条件で合意してしまう
●「勝ちたい」
という姿勢が出すぎて、関係を壊してしまう
●いつも
「価格交渉」
に陥ってしまう

参加料（税込）

（昼休み12:00 ～ 13:00）

7. グローバル交渉、相手の「世界観」
を理解する
17:00

模擬交渉⑤ 部品を巡る交渉
•■

※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

会期・受講形態（会場）

•
「なんで自分はこうなんだろう?」
と悩んでも行動傾向がわかれば自分の強みに

24名

DAY 1(基本編）

時間
10:00

交渉に関する課題

対

4. 自己理解を深めるためのパターン特性を知る

①受講者用：自身の自己評価チェックリスト
②上司用：上司から見た受講者の評価チェックリスト
※①、②どちらも当日ご持参ください。②は封筒に入れ，セミナー開始まで開け
ないでください。

会

DiSC診断
■

•DiSCに回答して自身の行動を測定しその特性を把握する

員

プログラム

●交渉の基本的な戦略や方法（型）、行動パターンを学び、実務に活用できるよう
になる。
●交渉を優位に進めるためのコミュニケーション技術、口頭表現などを使えるよう
になる。
●交渉プロセスを知り、計画的な交渉ができるようになる。

1. オリエンテーション

定

～米コロンビア大学で教える
「コンフリクトマネジメント」
プログラム～

研修のゴール

100550

講 師
若林 計志
EQパートナーズ株式会社
講師・コンサルタント

強化セミナー

2日間

24名

•上手なホウレンソウできていますか?

事前課題（2種類）

16

員

•研修の目的と参加目的の発表

●入社3 ～ 5年程度の若手社員の方々
●コミュニケーション力を向上させ、業務の遂行力を向上させたい方
●仕事をうまくすすめるために多様な先輩・上司の巻き込み力を高めたい方
●職場のコミュニケーション不足を改善したい方

記

定

セミナーID

7 ビジネス交渉力

講 師
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

１日

時間
10:00

“交渉”を上手に進めるための知識と基本的考え方が身につく！
！

100165

プログラム

象

上

セミナーID

17

