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中国経営品質協議会 第１７期(2016年度)の活動について 

 

 

 

第17期(2016年度)の中国経営品質協議会の活動

について、その概要をお知らせします。 

 

変化の激しい時代に経営を続けていくためには、

顧客のニーズを的確に捉え、常に価値を提供する

ことのできる組織の状態をつくることが重要です。 

ここでご紹介する「経営品質向上プログラム」

は、自らの経営を自らが振り返るなかで「気づき」

を高め、組織の理想とする姿を目指した経営革新

の実践と学習を重ねながら、独自の組織能力を創

造し、高い顧客満足を提供し、結果として財務成

果を生み続けるという「卓越した経営」づくりを

支援する内容になっています。 

本プログラムは、規模の大小、製造業・サービ

ス業・行政などの事業分野を越えて活用できるも

のであり、本プログラムの普及促進および実践組

織への支援に向けて事業を展開していきます。 

 

（１）「経営品質実践セミナー」 

企業・組織変革への動機づけ、経営品質の本

質に対する“気づき”を増進させること、さら

に、実践に向けた歩みの第一歩を踏み出すきっ

かけづくりとなる講義・セミナーを全５回にわ

たり開催します。 

今年度は「経営品質の考え方を根底にした組

織づくり」をテーマに、５例会を実施します。 

 

開催日程 

第１例会：８月 23 日（火） 

「働く人のモチベーションと変革型のリーダーシップ」 

  神戸大学大学院経営学研究科 

 教授 金井 壽宏 氏  

 

第２例会：10月５日（水） 

「新幹線お掃除の天使たち 

“世界一の現場力の創造”」 

     おもてなし創造カンパニー  

 代表 矢部 輝夫 氏 

第３例会：11月７日（月） 

「お客様の期待を超える経営革新を目指して」 

  株式会社ウチダシステムズ 

 社長 岩田 正晴 氏 

第４例会：12月７日(水)／12 月９日(金) 

現地視察 ＪＲ東日本テクノハートＴＥＳＳＥＩ 

株式会社 ウチダシステムズ 

第５例会：平成 29 年２月 23 日（木） 

「顧客視点の仕事ができる自立型人材のマネジメント 」 

Human Brains Office 

          代表  阪口  武 氏 

 

（２）「アセスメントコース」 

セルフアセスメントの基本的な考え方を習得

する「セルフアセスメントコース」の３コース

を継続して開催します。 

Ａ１(基礎編）:10月 24日(月)～25日(火) 

 経営品質の考え方と基礎知識を習得する 

Ａ２(体験編）:11月 28日(月)～29日(火) 

  演習を通じて、アセスメントを段階的に

体験する 

Ａ３（実践編）：平成 29 年１月 23日(月)～24 日(火)  

  成果に結びつくアセスメントの実践のポ

イントを習得する 

  

（３）経営品質向上プログラムを実践する各組織の

実情やニーズに応じた組織内展開の支援を継続

して実施します。 
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ＨＯＴ情報 

 平成２８年度通常総会 特別講演 

課題に対処・対応できるメンタルをつくる 

 

 

５月３０日(月)に、前 男子ラグビー日本代表 

メンタルコーチの園田学園女子大学 教授 荒木

香織氏を講師にお招きし、定時総会の特別講演を

開催しました。その要旨の一部分をご紹介します。 

 

１．スポーツ心理学との出会い 

高校１年生の時に、陸上競技の 100ｍの選手とし

て国体に出場し期待をされていたが、予選のスタ

ートでつまずいてしまい、高校時代は大変落ち込

んだ。大学に入っても、オリンピックや大きな大

会で活躍する選手が身近に多数いたが、同じ練習

をしているのに自分は結果を残すことができなか

った。コーチからは、「なにくそ！」という強い

気持ちが足りないと言われ続けた。当時、体の鍛

え方は教えてもらえても、メンタルを強くする練

習を教えてくれる指導者はいなかった。その後、

アメリカに留学し、スポーツ心理学という分野が

あることを知りメンタルを強くする方法を学べる

かもしれないと思った。 

 

２．スポーツ心理学とは 

スポーツ心理学とは、競技者、コーチ、スタッ

フ、保護者など、スポーツに係る様々な人間の行

動を科学的に研究し、スポーツの現場で、意欲的

な練習への取り組み・上手くいかないときの対処

法・ストレスの解消・本番での実力発揮などの向

上を教育・支援することである。 

 

３．メンタルトレーニングとは 

①仕事や生活の中でメンタル上の課題に気づき、

対処法を考える。 

②奇跡は起こらないので、しっかり準備をして、

毎日、メンタルトレーニングをすることが大切。

特に、アスリートは体をトレーニングすればメン

タルも鍛えられると思いがちだが、メンタルを鍛

えるトレーニングもしなければ、良い結果を出す

ことは難しい。 

③著名な一流アスリートは、もともとメンタルが

強いと思われることが多いが、最初からメンタル

が強靭な人なんていない。キャリアの早い時期に

自分にとっての適切なメンタルの対処法を見つけ

増やしていき、いつでも実力を発揮できるように

しているのである。 

④メンタルトレーニングは、アスリートだけでは

なく、前向きに取り組みたい全ての人に効果的で

あるといわれている。 

４．行動（パフォーマンス）を高めるには 

 社会学者のカートルーインは、私達の行動につ

いて理解するために、①「個人の特徴（生まれも

った性格・適性）」 ②「環境（周りの言葉や態

度、職場の雰囲気）」の２つの視点でみることを

提唱している。部下の行動（パフォーマンス）を

上げるためには、取り巻く環境を変えることが重

要である。例えば、上司の言動は部下の行動の結

果に大きな影響を与える環境の要素となる。 

 

５．メンタルを強くするための基盤 

①自分自身のことを理解する力（自分を理解して

いないと対処・対応につながらない。例えば、「私」

という主語を使いながら、自分の得意なこと、苦

手なこと、やりたいことを考えてもらうなど。） 

②良くない感情や考えを抑制する力（例えば、試

合中にミスをしてイライラしたり不安の感情が出

てきたら、その感情をストップさせる思考停止法

を実行できるようにする。その方法を使えるよう、

日頃からトレーニングをする。） 

③高くない目標を設定する力（高い目標をもって

もメンタルは強くならない。達成できない目標を

掲げて、できないことに苦しんだり、自信を無く

すのでは意味がない。少し頑張れば必ず手に届く

ような目標を設定することが望ましい。） 

④前向きな判断をする力（人間は変化を拒む習性

がある。前向きな判断をする勇気を持つことはメ

ンタルを強くすることに繋がる。） 

⑤共感する力（自分を理解し自分のメンタルをコ

ントロールすることができるようになったら、周

りの人に興味をもっていく。例えば、相手の話を

聞きだし、今の状態について共感し理解すること

は、チームにとって重要なことである。） 

 

６．パフォーマンスを発揮するには 

①事前の準備の重要性（自分がコントロールでき

ることに対して準備をする。例えば、服装、プレ

ゼンの練習。） 

②緊張と不安の捉え方（ある程度の興奮があるか

ら良いパフォーマンスができる。緊張と不安を前

向きに捉える。） 

③失敗への対策（過去を変えることはできない。

今に集中する力をつける。） 

④セルフプレゼンテーション（自信がなくても、

自信があるように振る舞う行動が自信を高める。） 
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中堅社員セミナー開催 

｢やる気｣と｢自信｣が湧いてくる中堅社員セミナー 

～結果を出せるたくましいリーダーとなるための自己改革～ 

 

６月 15日（水）広島市において、マインドセット

ジャパン㈱ 代表取締役社長 服部英彦氏をお招きし、

中堅社員セミナーを開催しました。 

 

このセミナーでは企業の中で第一線の現場を担っ

ている中堅社員が、やる気を向上させ、本気で現場を

変革していくための考え方を学んでいただくために、

モチベーションアップの実習を通じて自らのやる気が

高まることを体験していただくことから始めました。 

その後、リーダーとしてメンバーをイキイキさせ、

成果を上げるためにはメンバーの協力を結集すること

が重要であると理解した上で、コミュニケーション手

法や後輩指導についても学びました。また、仕事の目

的を共有して目標を明確にすることの重要性や部分か

ら入るのではなく常に中心・全体像を捉えてから部分

を掘り下げる重要性について学び、参加者は時間がた

つのも忘れて真剣に取り組みました。 

◇受講者のアンケートの一部をご紹介します。 

・グループワークを通じて、非常に分かりやすく教え

て頂きました。自身が悩んでいる部分の解決に繋が

りそうです。 

・とても分かりやすく、日常の業務に照らし合わせて

みると反省点が多々あった。 

・時間があっという間にたちました。先生の講義の構

成はすばらしいです。 

・普段のやり方を見直すきっかけになった。視点の違

いについて考えさせられた。 

・短く感じるくらいに濃く充実した研修でした。 

・例えが多くて、分かりやすく納得します。 

◇◇◆◆◆◇◇◆◆◆◇◇◆◆◆◇◇◆◆◆◇◇◆◆◆◇◇◆◆◆◇◇◆◆◆◇◇◆◆◆◇◇◆◆◆◇◇◆◆◆ 

 

 

感動セミナー 

～人と組織の成長とリーダーの使命～ 

 

６月 22日（月）に、感動セミナーを開催しました。

第 1部はドキュメンタリー映画「みんなの学校」を上

映し、第２部では大阪市立南住吉大空小学校 初代校

長 木村泰子氏にご講演いただきました。 

 

映画「みんなの学校」は、全ての子供に居場所があ

る学校づくりを目指す大阪市立南住吉大空小学校の取

組を、長期にわたり丁寧に追い続けています。他の地

域では厄介者扱いされていた転校生が、教師と同級生、

そして地域が包み込むことで、素直で心優しい子供に

成長していくドキュメンタリーです。第 1部では、そ

の映画を全編観ていただきました。 

 映画を観ると、子供たちのために教員・職員が協力

し、学校と地域住民が一体となって連携していること

に驚きます。まさに、子供たちを含む〝みんな〟で学

校をつくっています。そこには、校長だった木村先生

のリーダーシップの存在なくして成り立たないことも

感じられます。第２部の講演では、木村先生が大切に

していた思いや考えを語っていただきました。その中

の２点をご紹介します。 

①大空小学校には、「すべての子供の学習権を保証す

る学校をつくる」という理念があります。この理念は、

公立の小学校として、この地域に住むすべての子供た

ちが対象となっています。その理念の実現に向け行動

をしていくと、特別支援の対象となる子供も同じ教室

で学ぶことになり、不登校の生徒もゼロとなりました。

教職員は、本気で理念から仕事の目的を考え、目的の

ためには手段を選びません。一人では安易な方向にぶ

れがちになることも、みんなで協力する中で自浄作用

が高まっていきました。 

②大空小学校では、おとなしく教師の言うことをきく

子が良い子ではありません。10年後に自分らしく生き

られるために必要な力を子供たちに身につけることを

目指してきました。それは、『人を大切にする力』『自

分の考えをもつ力』『自分を表現する力』『チャレン

ジする力』です。その４つの目に見えない力は、結果

として、見える力（学力）を高めていくことにも繋が

っていきました。 
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経営品質実践セミナー（第１回） 

～働くひとのモチベーションと 

変革型のリーダーシップ～ 
日 時：８月２３日(火)１３：３０～１６：３０ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町 3-3） 

会員参加料： 8,700円 

講 師：神戸大学大学院経営学研究科 

 教授 金井 壽宏氏 

内 容： 

１．モチベーションとリーダーシップは組織行動論の
２大要素 

２．自分のモチベーションを自分で左右する自己調整
とは 

３．やる気を説明する４つの視点「緊張系」｢希望系」
｢持論系」｢関係性」 

４．自分のモチベーションを自己調整するために持論
をもつ 

５．部下のモチベーションに影響を与えるリーダーシ
ップとは 

６．そのリーダーシップについても自分の持論を言語
化する 

 

ロジカルシンキングセミナー   

～考え方の基本を身につけ適切な問題解決～ 
日 時：８月２５日(木)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町 3-3） 

会員参加料： 15,400円 

講 師：株式会社セブンフォールド・ブリス 

           代表取締役 本田 賢広氏 

内 容：  

１．ロジカルシンキング(論理的思考)とは？ 

２．ビジネスに論理的思考を活用する 

３．論理的にコミュニケーションするためには？ 

４．相手が納得する論理構造と説明の仕方 

５．複雑な問題でも原因を分析すれば問題解決できる 

６．論理的に分析・検討するロジックツリー 

７．ロジカルシンキングを使いこなせば仕事力も向上 

８．ロジカルシンキングとはリーダーシップそのもの 

 

管理者セミナー   

～部下の仕事力を高める管理者の役割～ 
日 時：９月２日(金)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町 3-3） 

会員参加料： 15,400円 

講 師：アクティブ経営研究所 所長 

    経営コンサルタント    鑄方 貞了氏 

内 容： 

１．自分の人生を大切にしていますか？ 

２．部下と自分の長所を仕事に生かす 

３．管理者の真の役割と職責とは？ 

４．正しく誉めると部下を大きく育つ 

５．部下の失敗を成長に活かす「叱り方」 

６．部下のやる気と信頼が高まる指導とは！ 

７．自己革新できる管理者が組織を革新する 

 

課長セミナー 

～成果が出る組織をつくる課長の行動変革～ 

日 時：９月８日(木)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町 3-3） 

会員参加料： 21,600円 

講 師：株式会社ヒューマンブレイン 

            代表取締役 大嶽 博一氏 

内 容： 

１．管理者として求められる役割と真の仕事 

 ・経営は環境適応業 

 ・課長のものの捉え方を変えないと組織は変わらない 

 ・管理者に求められる処理ＶＳ変換 

２．目標を達成する管理職の意義と行動とは 

 ・トップの方針を社員の実務に繋げていくマネジメント  

 ・管理職のこんな考えが目標管理をおかしくする 

 ・仕事のプロセス評価のポイント 

３．部下が成長するコミュニケーションと育成 

 ・コミュニケーション能力が欠けるとリーダーシッ

プが発揮できない 

 ・反発や同情や拒絶ではなく、合意(納得) 

 ・育成の３つの方法 

４．変革が成功するマネジメントとは 

 ・絶対に目標を達成するという思いで取り組む 

 ・最終目的を理解して進める 

 ・旧態依然の考え方に陥ってはいけない   他 

 

経営セミナー 

～未来を創る経営の視点～ 
日 時：９月１４日(水)１４：００～１７：００ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

会員参加料： ２名様無料 

(３名様以上１名様につき 8,700円) 

講 師：東京理科大学総合科学技術経営研究科 

   教授 伊丹 敬之氏 

内 容： 

経営の本質を見極める眼 

  ～カネの視点・情報の視点・感情の視点～ 
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