
28 30

3129

※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

ワークライフバランスを充実させる

女性リーダーのための
断捨離しごと術 入門セミナー

セミナーID

1日

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。
※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。

150889

30名定　員

今本 待喜子
Joy Inspire 代表
やましたひでこ公認断捨離トレーナー

講　師

対　象
職場の女性リーダー、管理者またはその候補者で
●仕事の効率を高めたい方、業務改善の基本的な進め方をマスターしたい方
●職場の業務改善、整理・整頓をチームでうまく進めたい方

　女性リーダーは、若手の教育指導的立場にあり、自身がモデルともなる存在です。
常にビジネススキルを磨きながら、ビジネスの決断力も上げていくことが求められ
ています。しかし、一方で女性の6割以上は「片づけが苦手」という意識をもっている
とも言われ、女性雑誌にも頻繁に特集でとりあげられたり、多くの関連書籍も出版
されています。
　片づけの延長にある、業務の効率化、職場環境の改善、職場スペースの有効活用、
無駄な時間の排除等につながるスキルの習得・向上は女性リーダーに必須の一つ
です。そこで、本セミナーでは、「モノの片づけを通して自分を知り、心の混沌を
整理して人生を快適にする行動技術である「断捨離」」をトレーニングで学び、断捨離
を活用し、ワークライフバランスを充実させながら、効率よく仕事を進めるための
スキルを学びます。

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06月03日（木）※オンライン
  2021年11月09日（火）※オンライン
  2022年02月25日（金）※オンライン

1. 女性リーダーに必要な個人基盤
（1） ワークライフバランスを整える個人基盤とは（4つの領域）
（2） 自分でコントロールできるところはどこか
（3） 身の周りの環境と仕事との関連性

2. 断捨離マインドで 仕事と家庭を見直す
（1） 断捨離必要度チェック
（2） 断捨離とは
（3） 何のために断捨離するのか
（4） 片づけられない・捨てられない理由
（5） 家庭と仕事のモノ（コト）の流れ
（6） 自分とモノとの関係性を見直す
（7） 断捨離実践ガイドライン

～ 7・5・1の法則 ／ ワンタッチの法則

3. ビジネスシーンでの断捨離実践
（1） 職場の片付けチェックリスト ～片づけは強力なビジネスツール
（2） 快適な職場の考え方
（3） 手放す基準　
（4） デスク周りとPC環境　
（5） 仕事の無駄を手放す ～緊急度×重要度・効果×難易度
（6） チームでの取り組み方 ～ルール化・基準化・共有化
（7） 職場の断捨離推進のためにリーダーシップを発揮する

4. まとめ
（1） 何から始めるか？
（2） 職場での習慣化に向けての取り組み
（3） 更なる断捨離の効果
（4） 後輩女性社員のモデルとなる生き方を実現する

１日
10:00

時間

若手・中堅社員のための“協働”で組織成果をあげる

巻き込み仕事力
向上セミナー

セミナーID

1日

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。

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

限られた時間、予算、人手で目標を達成させる！

管理職のための
「段取り力」×「マルチタスク仕事術」向上研修

セミナーID

1日

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）

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。

100209

150776

30名定　員

馬場 成一
株式会社プロフェッショナルアカデミー
シニアコンサルタント

講　師

中堅社員は新人時代とは異なり、個人の成果だけではなく組織の成果に貢献する
ことが求められます。管理職とメンバーとの潤滑油として、組織視点で自律的に動き、
周りと“協働”していく力が不可欠です。

自部門の上司やメンバーの巻き込みはもちろんのこと、他部門や社外の方をも
巻き込むスキルやマインド、リーダーシップを学ぶことで、管理職を補佐し周囲へ
影響を与えながら成果を出していく人財を目指します。

1. 仕事の質を高め成果を出すために
(1) 「巻き込む」とはどのようなことか
(2) 「巻き込む」ための4つのステップ

2. 自分のコミュニケーション力を知る
(1) 私の「巻き込み力」現状チェック ■チェックリスト
(2) 人は「無理強い・説得」では主体的に動かない　
(3) 自分の価値観の傾向を把握する ■グループワーク
(4) 自分の軸の明確化 ■ペアワーク

3. 上司を巻き込む力を高める
(1) 上司は何を望んでいるのか ■グループワーク
(2) メッセージを読み取る3つの力
(3) WHY発想を持つ
(4) 上司の信頼をつかむ「報・連・相」 ■ケーススタディ

4. 後輩を巻き込む力を高める
(1) 大切なことは“人を知ること” ■グループワーク
(2) 承認力を指導に生かす
(3) 問いかけで相手の答えを引き出す ■ペアワーク
(4) 視野・視座・視点に磨きをかける

5. 他部門を巻き込む力を高める
(1) 他部門との協力が進まない理由を考える
(2) WIN－WINの結果を導き出す伝え方 ■ペアワーク
(3) 複数部門で目標を達成する協働ステップ ■グループワーク
(4) 他部門を巻き込む3つのポイント！

ねらい
●管理職・チームリーダーとしての「仕事の効率的な進め方」や「目標達成に向けた

考え方」を習得する。
●限られた時間、予算、人手で目標を達成させるための、管理職・チームリーダー

としてのマインドと具体的なやり方を学ぶ。

対　象
●チーム全体の時間管理の仕方や、より良い仕事の進め方を習得したい管理職・

チームリーダー
●さまざまな案件や、多岐にわたる業務・仕事を抱え、あらためてより効果的な

仕事の進め方や段取り力を身に付けたい管理職・チームリーダー
●プロジェクトマネジメント的な業務を行っている管理職・チームリーダー

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23日（水）※会場（東京）
  2021年10月  6日（水）※会場（東京）
  2022年  1月17日（月）※会場（東京）

1. 管理職・チームリーダーに求められる、
仕事の効率的な進め方（＝段取り）とは

(1) 段取りとは
(2) 全体を設計する～作業の洗い出しと手順の整理
(3) 詳細を設計する～作業内容の定義 　(4) 必要なリソースの手配

2. プロジェクトリーダーの仕事と手順
•プロジェクトリーダーの仕事と基本手順
■演 習  リーダーの仕事と手順
■演 習  段取り演習

3. ゴール設定（目標と手段）
(1) 目標と達成基準の設定 (2) 方針決定（実行シナリオ選択）

4. 全体設計
(1) 作業の洗い出し (2) 作業手順を整理する

5. 詳細設計
(1) ひとつひとつの作業を定義する（職務記述）
(2) 必要なリソースを確保する

6. スケジューリングと進捗管理
(1) ガントチャート (2) アローダイヤグラム
(3) 進捗管理をするタイミング（マイルストーン）を決める
(4) 意思決定（GO/STOP/CHANGE）
■演 習  スケジューリング

7. リスクマネジメント
(1) 想定されるリスクを洗い出す (2) リスクを評価して優先順位をつける
(3) リスク対策をする

8. チームビルディング
(1) 役割分担（適材適所）  (2) チームの成長とコンフリクト
(3) コミュニケーションマネジメント

①指示の出し方、受け方　　②報告のルール　　③ミーティングマネジメント
9. マルチタスク仕事術

(1) マルチタスクとシングルタスク 　(2) 「ながら」と「ついで」
(3) 選択と集中

対　象
●上司や後輩、同僚、他部署や社外のパートナーとの協働で力を発揮したい若手・

中堅社員の方
●部門を超えた仕事をすすめることに慣れておらず、すすめるポイントやスタイルを
　学ぶことで不安をなくしたい若手・中堅社員の方々
●周囲のメンバーの力を引き出すためにリーダーとして何をすれば良いのか知りたい

若手・中堅社員の方々

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05月21日（金）※オンライン＆会場（東京）
  2021年10月19日（火）※オンライン＆会場（東京）
  2021年12月14日（火）※オンライン＆会場（東京）
  2022年03月02日（水）※オンライン＆会場（東京）

30名定　員

吉竹 優子講　師
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

※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

～業務を段取り良く、効率的に進めるために～

若手社員のための
段取り力強化セミナー

セミナーID

1日

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。
※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。

100163

24名定　員

松島 準矢
株式会社ハイブリッドコンサルティング COO

森 　英治
株式会社ハイブリッドコンサルティング トレーナー

講　師

対　象
●仕事を進める上での「型」を身につけたい方
●計画どおりになかなか業務を進められない方
●いつも時間が足りなくなってしまう方
●仕事の段取りの組み方を改めて学びたい方
●日常業務のさらなる効率化を目指したい方

　仕事の途中でいつも問題が起こる。対処にかかりっきりで他の仕事が進まない。
机の上も片付かない。他部署との連携もうまくいかない。締め切り直前はいつも
バタバタ。挙句に残業続きの日々･･･。仕事を進めるうえで、このような悩みを
持つ方は少なくありません。

本セミナーでは、多忙を極めるビジネスパーソンが陥りがちな業務の落とし穴を
検証し、効率よく仕事を行うための実務スキルを習得します。

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  4月20日（火）※オンライン
  2021年  7月  5日（月）※オンライン
  2021年10月13日（水）※オンライン＆会場（東京）
  2021年12月  8日（水）※オンライン＆会場（東京）
  2022年  2月  2日（水）※オンライン＆会場（東京）

1. 職種・業界を超えて必須の『段取り力』■グループセッション 
（１） 仕事の段取り力とは？
（２） ビジネス環境の変化と業務環境の変化
（３） 職種・業界を超え、必須のプロジェクト型業務
（４） あえて足元を見直すことの重要性

2. 仕事の全体像を捉える！ ■グループセッション
（１） ケーススタディから学ぶ仕事の段取り力
（２） ゴール設定の３つの要素とは？
（３） ホウレンソウではなく○○○○○○

3. 業務の管理方法と洗い出し■グループセッション
（１） ゴール設定から計画へ
（２） すぐに活用できるタスク管理テクニック
（３） 時間管理ではなく○○管理
（４） 突発業務に対応するためのテクニックとは

4. 業務の優先順位の考え方 ■グループセッション
（１） 仕事の手順設定
（２） 仕事の優先順位設定のテクニック
（３） マトリクス思考の活用
（４） 2軸×2軸＝4軸で可視化する

5. 明日からの業務の段取りを考える！ ■個人セッション
（１） 研修内容の自己投影
（２） 相互共有・フィードバック
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