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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

～アイデアを増やし、的確な判断を下せるようになる～

※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

151013 戦略的な観点を加えた“意思決定”プロセスを習得するプログラム セミナーID

1日

プログラム （昼休み12:00 ～ 13:00）ねらい

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
9:30

時間

17:00

未来洞察のための
戦略思考フレームワーク入門セミナー

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。

※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）

114,400円／１名
137,500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。

若手・中堅社員のための
発想力・判断力養成セミナー

ねらい
① 自分の発想力・判断力の現状を知り、それぞれの力を強化する方法を学びます。
② 発想力・判断力を強くすることが、ビジネスの場面で実際にどのように活かせるかを演習を通じて実践的に学びます。
③ 発想力と判断力を養成することにより、主体的に動き、自己実現ができるビジネスパーソンになることを目指します。

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09月29日（水）～30日（木）※オンライン
2022年03月16日（水）～17日（木）※オンライン

２日目
10:00

時間

17:00

■ 1日目（発想力編）の振り返り

1. さまざまな判断手法 ■演 習
・Pros Cons（プロコン）※2

・優先順位のつけ方
・目的、目標、相手の立場
・さまざまな判断基準

2 マトリックスを活用する ■演 習
・ペイオフマトリックス
・意思決定マトリックス
・リスクマトリックス

3. チームでアイデアを選ぶ ■演 習

4. 判断を誤らせる要因

■ まとめ

対　象
●業務上の課題に遭遇した際、良い解決策が思い浮かばず悩むことが

多い方
●意思決定するスピードと質を高めたい方
●自分のアイデアを形にし、適切な判断のもと、業務を進めていきたい方

30名定　員

藤原 貴也
株式会社チアーズコンサルティング
代表取締役社長

講　師

対　象
●より適切で納得性の高い意思決定をしたい方
●より戦略的な観点で意思決定を行いたい方
●事業や業務に対して影響度の高い意思決定を行っている方

150838

30名定　員

西村 行功
株式会社グリーンフィールドコンサルティング
代表取締役

講　師

　ビジネス環境は、以前より複雑で先行き不明瞭になり、変化のスピードも速くなって
います。それに伴い、管理職や担当者に対する権限移譲も進み、責任の重さや、意思
決定の難しさも増してきています。
　そのような環境下で、より適切で、より納得性の高い意思決定を行うには、収集
された情報をもとに“考え抜くこと”しかありません。意思決定が戦略的であることで、
ビジネスの成果はより確度を増していきます。
　本セミナーでは“戦略的な観点”を加えた、より良い意思決定を行うために必要な
思考法や具体的な意思決定のステップを学びます。

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05月24日（月）※オンライン
  2021年10月25日（月）※オンライン
  2022年02月24日（木）※オンライン

1. オリエンテーション
2. “戦略的”な意思決定とは

•戦略的とは
•戦略的意思決定のプロセス

3.■ステップ 1  ：現状把握　■演習
•現状を把握する際に必要な観点
•参考となる考え方やフレームワーク

4.■ステップ 2  ：選択肢の検討　■演習
•選択肢を検討する際に必要な観点
•参考となる考え方やフレームワーク

5.■ステップ 3  ：判断基準の明確化　■演習
•判断基準を決める際に必要な観点
•参考となる考え方やフレームワーク

6.■ステップ 4  ：意思決定と実行計画
•意思決定と実行計画の際に必要な観点
•参考となる考え方やフレームワーク

7.■ステップ 5  ：意思決定の振り返り
•意思決定を振り返る観点
•参考となる考え方やフレームワーク

8. 意思決定における陥りがちな問題点と対策
9. 総合演習 ～ケーススタディ～

10. 実践演習 ～自身の状況での実践～

対　象
●未来の不確実性をどのように捉えていけばよいのかを学びたい方
●先を見据えたダイナミックな思考法や、中長期的な先の見通しをするための思考法

を身に付けたい方
●次期リーダー、事業部門の責任者、マネジャーの方
●事業企画・戦略立案・中期経営計画・ビジョン立案に携わる管理者・担当者の方

（※コンサルタント、教育関係者、同業他社からのご参加はご遠慮ください。）

ねらい
世の中の変化が激しい時代になり、私たちの身の周りで起きている事象のスピード

も以前にもまして速くなりました。変化が激しくなるにつれ、目先の対応に追われ、
先のことまで考える余裕のない人は増えているのではないでしょうか。
　そのような変化の激しい時代だからこそ、先を見据えたダイナミックな思考法や、
中長期的な先の見通しをする思考法が重要になっています。

本セミナーでは、“戦略思考”のフレームワークを学ぶことで、「どのような未来
環境になるか」を考える力や、「さまざまな変化についての情報処理」を出来る力を
身に付け、先を見据える力を養います。

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02日（水）※オンライン
  2021年12月17日（金）※オンライン

1. オリエンテーション
•戦略思考のフレームワーク

2. 思考１ ロジカル・シンキング
（論理的にモノゴトを考える）の概要・演習
•問題を要素分解する
•構造を知って対処法を考える
•要素分解する視点を変える

3. 思考２ システム・シンキング
（要素のつながりや因果関係を考える）の概要・演習
•ロジカル・シンキングで解けない問題に対処する
•要素の相互の関係や時間的変化を考える
•問題の構造の発見をする

4. 思考３ シナリオ・シンキング
（不確実な未来に備えて、シナリオを考える）の概要
•アウトサイド・インで考える
•フレームワークを使って「強制発想」する
•不確実性を前提に複数の未来を考える

5. シナリオ・プランニングのケース演習
（未来を複数考察し、それぞれの未来を描き出す）

■グループワーク 
•シナリオ作成のステップとは

6. シナリオ・プランニングの個人演習
（自分が知りたい未来について考察する）

7. まとめ
※1）9チェックリスト：アイデアの発想時に有効な9つの視点 ※2）Pros Cons（プロコン）：アイデアの判断時に有効なフレームワーク

■ オリエンテーション
・発想力とは、判断力とは

1. さまざまな発想手法 ■演 習
・アイデアのつくり方
・ブレインストーミングとその応用技法
・9 チェックリスト※1

・ブレインライティング
・アナロジー
・マンダラート

2. 考え方を変える ■演 習
・視点・視野・視座
・鳥の目、虫の目、魚の目
・二項対立・対称概念
・リフレーミング

3. チームでアイデアを考える ■演 習

4. 発想を妨げる要因

発想力編 判断力編

講　師

藤原 貴也
株式会社チアーズコンサルティング 代表取締役社長

1993年　富士ゼロックス株式会社入社
（コンサルティングセールスに従事）

1997年　ITベンチャー企業に営業責任者として転職
2004年　人事・営業系コンサルティング会社にマネージャーとして転職
2006年　チアーズコンサルティングを設立（その後、株式会社化）

研修講師として年間約150日間出講（講師経験15年）。
対象は新人から管理職まで幅広い。主な研修テーマはロジカルシンキング
などの思考力強化、コミュニケーション力・対人関係能力の強化、マネジ
メント能力や組織活性化など。受講者評価は非常に高い。

「“戦略的”意思決定力」
強化セミナー30名定　員

①現状把握 ②選択肢の
検討

③判断基準
の明確化

④意思決定と
実行計画

⑤意思決定の
振り返り
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