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問い合わせ先：03-3434-1955問い合わせ先：03-3434-1955

※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

16:30

時間 １日
9:30

17:30

※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。

※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

17:00
※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

時間 ２日目

10:00

17:30

10:00

17:00

時間 ２日目
17:00

10:00

（昼休み12：00～13：00）

課長のための判断力・意思決定力演習コース11

2日間

向上コース
講 師 16名定 員 JMA 151232詳細は

プログラム 
課長として処理しなければならない案件を、限られた時
間で、組織や関係者にとって望ましい判断処理をするた
めの演習を中心とするコースです。
・まちがった判断を防ぎ、良い・善い判断を目指すための判断プロ

セスを磨きます。
・判断・意思決定のプロセスと留意点の基本を学んだあとに、短時

間で複数の案件を次々に判断する演習を行います。

特長・ねらい

1. 判断力、意思決定力のよいプロセスとは

■演 習 案件1～5の処理演習
（情報感度、感応性、分析力判断力を磨きます）

■演 習 案件6～10の処理を演習
（創造力、課題設定力、計画力、

規律遵守、主体性を磨きます）

JMA 専任講師陣

（昼休み12：00～13：00）

管理職のための実践マルチタスクマネジメントセミナー
時間に追われる

JMA 150992詳細は

9

1日

向上コース
ラーニング・マスターズ㈱
GTDオフィシャル認定トレーナー講 師 20名定 員

新任管理職のための仕事割り振り術養成セミナー
4つのステップで考える

10

1日

向上コース
30名定 員

プログラム 特長・ねらい
掛け持ちでの仕事や、複数の役職を兼務することが増えると、仕事の

優先順位付けやToDoの整理が難しくなります。
また、管理職やリーダーは仕事の関係者が増えることもあり、タスク管

理の難易度が上昇します。
あなたの「机の上」「メールボックスの中」「頭の中」は整理できていますか？
GTD®では、仕事を6つのハコに仕分けて整理します。それぞれのハコは

次のアクションが明確となっているため、仕事の手を止めて考え込むこと
なく、次々と仕事をこなせるようになります。

また、頭の中で考え込む必要がなくなるため、仕事の不安や緊張からの
切り替えがスムーズに行えるようになり、ストレスフリーな働き方が実現
できます。

対　象
●マネジャー、上級管理職、プロジェクトリーダー
●マルチタスクに追われている方
●仕事の整理や優先順位付けの方法を学びたい方

日本能率協会法人会員 57,200円／1名

上　 記　 会　 員　 外 70,400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 特長・ねらい

管理職は自らの仕事を遂行しながら、メンバーへ適切に仕事を割り
振ることが求められます。

しかし、仕事の割り振り方を身に付けていなければ、業務を抱え込み、
自身の本来業務に時間を割けなくなったり、仕事の割り振りをなんと
なくで行ってしまうと、スキルのアンマッチにより部下の成長を促進
できない結果となります。

本セミナーでは、仕事を割り振る意義を理解し、演習を通じてメン
バーに仕事を割り振るための「4つのステップ」を基本の型として身に
付け、自身の本来業務の時間創出と部下の成長を促進させます。

1. オリエンテーション
GTD®の基盤となる考え方

「やるべきこと」「情報」「コミュニケーション」を管理することで、心理的な
負担を取り除き、集中力や明晰さ、自信を高めることに役立ちます。

2. GTD®の基本となるプロセス
（1）「把握する」

完了していない「やるべきこと」を頭の外に出して管理することが
GTD®実践の一歩目となります。まずは、あなた自身の気がかりなことが
何であるかを把握しましょう。
■演 習  マインドスイープ　　他

（2）「見極める」
「やるべきこと」が分かったら、次は行動につなげます。今すぐにやるべき
ことか、後回しにしてよいものなのか、見極める判断の指針を身につけま
しょう。
■演 習  「次にとるべき行動」と「望んでいる結果」

（3）「整理する」
見極めたなら次は整理です。「やるべきこと」を整理できれば、
あとはシステマティックにこなしていけるはずです。
■演 習  2分間ルール、行動整理方法

（4）「更新する」
変化を伴うのが仕事の常です。把握し、見極め、
整理した「やるべきこと」を更新していく習慣を身につけます。
■演 習  週次レビューのポイント

（5）「選択する」
仕事には制約条件がつきものです。状況や時間、資源を把握して、
限られた条件の中で優先順位をいかにしてに付けていくのかを学びます。
■演 習  優先順位付け、実行を阻害する要因

テキストには「GTD®実践ガイド」を収録！
研修で使用したワークシートはGTD®を実践するための個々人の

「ジャンプスタート」として活用いただけます。

1. 管理職に求められる仕事の割り振りとは
● 新任管理職が抱える仕事割り振りの課題
● 割り振りが生み出すチーム生産性
● 仕事割り振りのための4つのステップ
● 仕事割り振り実施度 セルフチェック

■ワーク

2. ステップ①　どの仕事を割り振るか
● 割り振るべき仕事と割り振るべきでない仕事
● 割り振る仕事の棚卸

3. ステップ②　誰に割り振るか
● 割り振りに適したメンバーの判断基準と考え方

4. ステップ③　実際に仕事を割り振る、依頼する
● 依頼した仕事の位置づけと目的を伝える
● メンバーへの動機づけ
● 部下のタイプ別 依頼方法
● チェックポイント（進捗報告日）の設定

5. ステップ④　進捗へのフィードバックと評価
●「丸投げ」にしない、フォローとフィードバックの実施
● 承認と修正のコーチング手法

6. まとめ

革新課題の設定と解決のためのマネジメント修得コース
職場内の革新的課題を見つける視点・アプローチ法を学び、推進プランを立てる

JMA 100136
詳細は
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2日間

向上コース 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 員講 師
（敬称略）

岩瀬 充弘
㈱日本能率協会コンサルティング
チーフ・コンサルタント　他 コンサルタント陣

特長・ねらい
1. ケーススタディにより革新課題設定を実践的に理解

ポイントとなる考え方をケーススタディを通じてより実践的に理解
していきます。

2. 革新課題発見のための考え方・発想法を理解
職場のありたい姿・革新課題の設定につなげる考え方を理解してい
きます。

3. 革新課題「推進基本構想シート」の作成
職場に戻ってから実践するためのガイドとなるまとめを行い、研修
プログラムの効果を実感できます。

（昼休み12：00～13：00）
プログラム 

1. 管理者にとっての課題解決とは
・管理者に求められる基本姿勢と役割　・職場生産性向上の課題
■演 習 「求められる管理者像」自己点検

2. ビジョンがリードする革新
・職場ビジョンを描く　・ビジョンづくりの3要素
・ビジョンから導かれる革新課題の探索
■演 習 「革新マインド診断」

3. 革新課題設定の視点
・革新課題探索のための発想法　・ふだんとは異なる視点を試す
■演 習 「視点移動のトレーニング」
■ケーススタディ 「A課長の挑戦」 ・ビジョン・革新課題の設定とグループ討議

・発表と全体討議

※1日目のまとめ

4. 職場革新に向けた基本構想立案のポイント
・自分の「思考」「行動」の癖から離れる
・“魅力”ある革新基本構想づくりのポイント
・推進施策・手順の描き方
■演 習 「大シナリオを描く」
■演 習 「リソース分析」プラスリストの作成

5. 自職場の革新基本構想づくり
・ビジョン・革新課題への共感づくり
■演 習 「自職場の革新課題『推進基本構想シート』」の作成

・企画内容の発表　　・相互コメント　　・全体討議

6. 管理者にとっての自己開発
・絶え間ない自己開発トレーニング
・自己開発のポイント

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）

対　象
●部下を持つリーダー、新任管理者
●仕事割り振りの型を身につけたい方

日本能率協会法人会員 102,300円／1名

上　 記　 会　 員　 外 114,400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）

●課長職相当の方

対　象

日本能率協会法人会員  102,300円／1名

上　 記　 会　 員　 外   114,400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）

対　象
●管理職および課長相当職
●職場の本質的・根本的な課題解決をしたい方

2021年10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11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10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  9月  2日（木）～  3日（金）※オンライン
2022年  1月20日（木）～21日（金）※オンライン

※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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