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時間 １日
10:00

16:00

※プログラム・スケジュールは変更することがありますのでご了承ください。

時間 １日
10:00

16:00

※プログラム・スケジュールは変更することがありますのでご了承ください。

時間 １日目（10:00～17:30） ２日目（9:30～17:30） 3日目（9:30～17:00）

10:00

17:30

（昼休み12：00～13：00）

管理職のためのハラスメント予防に向けた職場内の信頼づくりセミナー
ケーススタディを通じて、明日から実践できる知識を習得！

1. コンプライアンスに求められている行動を考える
・法令遵守や遵法性・良識性・誠実性・公正性・主体性の視点
・具体的な行動の中身

2. パワハラ予防の意識を高める
・パワハラの6つの類型
・師匠と弟子、上司と部下との違い

3. ハラスメント（セクハラ、マタハラ等）予防の意識を高める
・セクハラの類型
・妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

4. 信頼関係にもとづく不祥事を予防する職場づくり
・日常業務における職場コミュニケーション深化の必要性
・「あいさつレベル」「意思疎通レベル」「価値共有レベル」の
コミュニケーション

5. 本セミナーを通じての気づきと職場で活かせることを
整理する
・コンプライアンスに取り組む目的
・セミナーのまとめ

1. 人や組織が犯す罪を考える
・人の資質、組織の体質
・故意・過失の罪、作為・不作為の罪による不祥事の整理

2. 管理職に求められる不祥事予防の視点を考える
・自身の不作為への対応のあり方
・「任せる」部下指導と「不作為」の部下指導の違い

3. 不正リスクの3要素を考える
・機会、動機・プレッシャー、正当化への対応のあり方
・組織の対応と一人ひとりの自覚

4. 「その道のプロ」としての自覚の持たせ方を考える
・プロ意識が善い方向に向かう場合
・プロ意識が悪い方向に向かう場合

5. 不祥事予防の組織マネジメントの視点と取り組みを
考える
・実際的な不祥事予防の視点
・日常業務での対応のあり方

6. 本セミナーを通じての気づきと職場で活かせることを
整理する
・コンプライアンスに取り組む意味
・セミナーのまとめ

JMA 150790詳細は

17

1日

向上コース 中村 葉志生
㈱ハリーアンドカンパニー
代表取締役

講 師
（敬称略）

24名定 員

管理職のための不祥事予防に向けた組織マネジメントセミナー
JMA 150789詳細は
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1日

向上コース
講 師

（敬称略）
24名定 員

プログラム 

●マネジメントを強化するためにコンプライアンスについて学びたい方
●部長、課長など管理者的立場の方

対　象

日本能率協会法人会員 56,100円／1名

上　 記　 会　 員　 外 68,200円／1名
※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）

参加料（税込）

1. 不祥事の芽を摘むための部下指導のあり方を共有します。
2. 管理職に求められる、ハラスメントを防ぐ職場の意識づくり・雰囲気

づくりのコツを学びます。
3. ケーススタディを使いながら、実効性のある内容を学ぶことで、明日

から実践できる知識を身に着けていただけます。

特長・ねらい

中村 葉志生
㈱ハリーアンドカンパニー
代表取締役

特長・ねらい
1. 不祥事予防のための組織としての取り組みを共有します。
2. ミニ事例を通じて、コンプライアンスの意識を再確認するとともに、

日常業務のマネジメントにも活かせる部下指導のあり方を確認いた
だけます。

3. ケーススタディにより、実効性のある内容を学ぶことで、明日から
実践できる知識を身に着けていただけます。

対　象
●マネジメントを強化するためにコンプライアンスについて学びたい方
●部長、課長など管理者的立場の方

日本能率協会法人会員  56,100円／1名

上　 記　 会　 員　 外   68,200円／1名
※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）

参加料（税込）

（昼休み12：00～13：00）
プログラム 

『ショートストーリーでらくらく学べるコンプライアンス
～緑山優子のコンプライアンス事件簿～』（第一法規）を

          受講者全員に贈呈します。

『上司がしてはいけない40のタブー』（PHPビジネス新書）を
          受講者全員に贈呈します。 プログラム概念図

＜職場リーダーに必要な6つの能力＞

業務の側面 人の側面

① 目標管理能力

② 問題解決能力

⑥自己成長能力

③ チーム運営能力

④ 指導能力

⑤ 育成能力

（昼休み12：00～13：00）
プログラム 

リーダーのためのマネジメント基礎コース（LDC）
効果的なリーダーシップを発揮して成果をあげていく職場リーダーを育成する

JMA 100148
詳細は
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3日間

必須コース
JMA専任講師、ほか講 師

30名
（1開催1社4名まで）

開催場所により定員数が
異なる場合があります。

定 員

LDC

・はじめてメンバーを率いるリーダーの方々
・管理職手前のリーダー、次期管理職としての活躍を期待されている方
・監督者（係長・主任相当職）とその候補者の方

対　象

特長・ねらい
メンバーが心から積極的に行動するよう働きかけ、職場
目標を継続的に達成できるリーダーをめざします
1. 組織における職場リーダーの役割を認識
・職場リーダーとしての役割と能力を理解します。
・人を巻き込んで仕事を進める方法を修得します。
・メンバーからやる気を引き出す方法を修得します。
・上司に対するフォロワーシップを醸成します。
・変化に適応できるリーダーとして、自己革新を図ります。

2. 職場リーダー必須の6つの能力を修得
職場リーダーに必要な6つの能力についての基本的考え方と、
職場で実践する具体的なスキルを修得します。

3. 職場リーダーへチェンジできる実践的プログラム
・自己理解による自己革新
～V-CAT診断（アセスメント）による自己特性把握～
・他社のリーダーとの相互研鑽による新たな気付き、達成感が得ら
れる
・「業務」と「人」の側面から自身のマネジメントをチェック
・メンバーのモチベーションを上げる指導方法を習得

※プログラム・スケジュールは変更することがありますのでご了承ください。

9：30開始 9：30開始

17：00終了

◆ 研修のねらいと進め方
■V-CAT診断

1. リーダーのあり方
・今日求められるリーダーのあり方
・リーダーの使命と役割
・リーダーの基本能力と機能
■演 習   リーダーシップ自己チェック

2. 目標による管理の進め方
■演 習   目標コンセンサス

グループ討議、全体討議
・「目標」と「目標による管理」
・「目標による管理」の全体像
・目標を設定する
・目標達成のための計画を立てる
・実行する／メンバーを支援する
・得られた結果を評価する
■演 習 「目標→計画」

3. 問題解決への取り組み方
■演 習   ケーススタディ
・「問題」と「問題意識」
・問題の種類
・原因志向型の問題解決のポイント
・問題解決の2つのアプローチ

4. 効果的なチーム運営
・チームとは
・効果的なチームの要素
・信頼関係
・動機づけ
■演 習   自分の職場チェック

5. メンバーのやる気を引き出す
指導の進め方
■演 習   ケーススタディ
・指導の考え方
・相手に応じた指導

・面談の活用
・フィードバック
■演 習   ロールプレイング

6. メンバーの成長を促す育成の進め方
・メンバー育成の必要性
・成長サイクルと育成ステップ
・育成のステップ
・育成方法の種類
・対象別育成のポイント　
■演 習   メンバーの育成計画

7. リーダーとしての自己成長
・自己成長の考え方
・自分らしいリーダーシップ
・ストレスマネジメント
・V-CATを使った自己分析
・相互フィードバック

■研修のまとめシートの作成

1. 担当講師報告書（全体所感）
2. 研修のまとめシート
受講者が各単元毎に内省や気付きなどを記入して、研修後の志や
アクションプランを立てていただくシートです。
後日、講師からのコメントを一人ひとり記入して返却いたします。

3. V-CAT診断結果報告書（人事・上司向け）
参加者向け診断結果は、研修内にて本人へお渡ししています。

※以上3点の書類は、研修終了より約4週間程度でお送りいたします。

研修後の申込責任者への送付資料

事前課題あり
V-CAT診断付

通常参加料 年間まとめ参加料金
1回の申込で、年間5名以上申込の場合

173,800円／1名 132,000円／1名

196,900円／1名 165,000円／1名

※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。
※『年間まとめ参加』とは、2021年4月～2022年3月までの1年間に、一度のお申込みで1コース5名以上（年度内各回
会期の合計人数）の正式申込みをいただく場合に、年間まとめ参加料が適用されます。
※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）
※2021年度より宿泊付きコースの設定はございません。

参加料（税込）

日本能率協会法人会員

上 記 会 員 外

2021年12月企画中
※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。会期・受講形態（会場）

2022年1月企画中
※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。会期・受講形態（会場）

2021年  4月14日（水）～16日（金）　  5月12日（水）～14日（金）
　　　　　　　　                  ※オンライン                　　　　　 ※オンライン

  6月  9日（水）～11日（金）　  7月  7日（水）～  9日（金）
                                          ※オンライン　　　　 　※オンライン＆会場（東京）

  8月18日（水）～20日（金）　  9月15日（水）～17日（金）
　　　　　　　　 ※オンライン＆会場（東京）　　　　　 ※オンライン＆会場（東京）

10月  6日（水）～  8日（金）   10月13日（水）～15日（金）
　　　　　　　　                 ※オンライン　　　　　  ※オンライン＆会場（東京）

11月10日（水）～12日（金）   12月  8日（水）～10日（金）
　　　　　　　　 ※オンライン＆会場（東京）　　　　　 ※オンライン＆会場（東京）

2022年  1月19日（水）～21日（金）　 2月  2日（水）～  4日（金）
　　　　　　　　 ※オンライン＆会場（東京）　　　　　                 ※オンライン

  2月16日（水）～18日（金）
　　　　　　　　 ※オンライン＆会場（東京）

※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。会期・受講形態（会場）
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