
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催 中 国 生 産 性 本 部 

 

 

 

新しい事業を生み出すのは『人』です。 

その事業が軌道にのるよう調整するのも『人』です。 

そして、知恵を出し、改善するのも『人』です。 

 

    中国生産性本部は、「組織変革」と「人材育成」の 

    支援をめざす組織です。 

 

講師・内容を厳選し２０１９年度のプログラムを 

企画いたしました。 

 

御社の人材が確実に育つことに  

当本部のセミナーがお役に立てたら幸いです。 

 
 

 

 中国生産性本部がご提案する  

２０１９年度 

年間教育プログラム 
～人間力と職務遂行能力が調和した 

     人材育成を実現するために～ 
 



 

 

 

中国生産性本部 ２０１９年度 セミナーラインナップ 
       （※印の詳細内容は、本プログラムとは別にご案内いたします） 

 

階層別セミナー 

■新入社員研修会（２泊３日）      

■新入社員フォローアップセミナー 

■中堅社員セミナー           

■女性リーダー養成セミナー 

■係長・主任セミナー           

■課長セミナー             

 

 

スキルセミナー 

■ワンランク上のビジネスマナー  （中堅社員対象） 

■報告・連絡・相談の仕事術    （中堅社員対象） 

■新入社員ＯＪＴ指導セミナー   （先輩社員対象） 

■ロジカルシンキングセミナー   （中堅社員・管理者対象）   

■職場のメンタルヘルス対策セミナー（管理者対象） 

 

 

経営者・経営幹部養成セミナー 

 ■トップセミナー    ※ 

 ■経営品質実践セミナー(全５回) 

 ■経営セミナー（全２回）※ 

 

 

企業内研修への講師派遣          

■新入社員研修  ■新入社員フォローアップ研修 

■中堅社員研修  ■メンター研修 

■メンターフォローアップ研修     ■女性リーダー養成研修 

■管理者研修   ■メンタルヘルス  ■コミュニケーション 

■経営品質向上  ■リーダーシップ  ■組織力向上      他 

 



 

 

 

 

共感とチャレンジ 

新入社員研修会 
～学生から社会人へのパラダイム転換～ 

 

と き ４月３日（水）～５日（金） 【２泊３日】 

ところ 国立江田島青年交流の家（広島県江田島市江田島町津久茂 1－1－1） 

講 師 
有限会社香取感動マネージメント 代表取締役 香取貴信氏 

中国生産性本部 専任部長・人材育成プロデューサー 西川三佐子 他 

参加料 会員 34,500円 非会員 41,000円（宿泊費・全食事代・消費税 含む） 

対象者 平成３１年度新入社員 

 

定員になりましたので、募集を終了いたしました。 

 

研修内容 

 
   ●開講式 

   講    演 企業人としての心構え～仕事と成長～ 

   講義 ・ 実習 ビジネスマナーの必要性とロールプレイング 

   講    義 社会や企業のルール・規範 

   実    習 社会性を育成する体験学習 

   実    習 集団行動プログラム～海で漕ぐカッターは職場の縮図～ 

   グループ研究 経営と仕事の基本～経営の要素と仕事に対する基本姿勢～ 

   講    義 仕事の進め方 

～指示・命令の受け方、報告・連絡・相談、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・改善と PDCA～ 

   講義 ・ 実習 文書の書き方～ビジネス文書の基本形式と封筒の書き方～ 

   講    演 働くことの尊さ、あきらめないことの大切さ 

   講義 ・ 実習 研修の重要点の振り返り、配属後の注意点 

   ●自己啓発の必要性とチャレンジ目標の作成 

●決意表明 

●閉講式 



 

 

 
会報から抜粋           

 

新入社員研修会を開催 

           

 

 ４月３日(火)～５日(木)の２泊３日、広島県江

田島市において、平成３０年度新入社員研修会を

開催しました。 

 

１．社会人になるための壁に挑む 

今年度の新入社員研修会を国立江田島青少年

交流の家で実施しました。１４企業から参集した

７７名の参加者は、２泊３日の慣れない共同生活

の研修のため、スタート時は不安と緊張感が会場

全体に広がっていました。オリエンテーションで

は、「研修中に挑戦したことが、失敗に終わっても

構いません。大切なことは、失敗をして気づいた

ことを職場で活かすことです。その気づきの質を

高めるために、全力で取り組んでください。」と事

務局から研修の趣旨と目的を説明しました。 

 

２．企業人としての心構えとビジネスマナー 

研修会の最初は、「企業人としての心構え」と

題して、〝働くことの意味〟〝学生と社会人の違

い〟などについてわかりやすく説き、仕事を通し

て成長することの大切さを講義しました。 

続いて、ビジネスマナーの研修を行いました。

挨拶・発声・敬語・電話の受け方・名刺の扱い方

について実習を交えて体得していただきました。 

また、規範やルールを守ることがどうして重要

なのかを解説した後に、集団生活をするためのル

ールについても説明しました。 

 

３．皆で協力して、結果を出す 

「社会性を育成する実際体験」では、人と積極

的に交流しながら、協調性やリーダーシップを発

揮してもらいました。 

２日目の午前中は、「経営と仕事の基本」「仕

事のすすめ方」「指示・命令の受け方」「報告・連

絡・相談のポイント」「コミュニケーション」「文

書の書き方」などの仕事の基本について理解を深

めました。 

２日目の午後は、海に出てカッター研修を行い

ました。その直後の班ごとの話し合いでは、疲れ

がピークの状態でありながら、「頑張ったからこ

そ達成感が大きい」「同じ目標に向かって全力を

尽くせば大きな力になる」など多数の気づきが発

表されました。 

 

５．自ら目標をつくり、新たな可能性へ挑戦 

２日目の最後には、(有)香取感動マネジメント 

香取貴信代表取締役に、働くことの尊さや、夢を

あきらめず貫き通す大切さについて講演していた

だきました。 

研修の最終日は、新入社員として必ず理解して

ほしいポイントを解説した後に、配属後の注意点

についても説明をしました。 

研修最後には、自らが作った１年後の目標を全

員の前で力強く１人１人が発表しました。 

閉講式は、互いに感謝しエールを送り合う参加

者の笑顔と拍手で修了しました。 

 

 

 



 

 

入社半年の節目にステップアップ！ 

新入社員フォローアップセミナー 

～新入社員から戦力となる社員へと成長するために～ 

 

と き １０月２日（水） １０：００～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

講 師 

中国生産性本部 専任部長・人材育成プロデューサー 西川三佐子 

 
食品メーカーで秘書的業務、全国チェーンホテルで営業を経験後、平成６年に中

国生産性本部に入職。その後、セミナーや講演会の企画から実施までをプロデュ

ースするとともに、人材育成や組織活性化について研究。現在では、企業や自治

体等の管理職・中堅社員・新入社員を対象に、〝人のやる気を高め、組織を成長

させる〟考え方を軸とした講演や研修の講師としても活動。特に、自らが経験し

た事例をもとに、人のやる気の本質についてわかりやすく伝えることが注目され

ている。キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、秘書士。 

参加料 会員 11,000円 非会員 15,700円（昼食代・消費税 含む） 

対象者 ２０１９年度の新入社員 

 

研修内容 

１．この半年間の振り返り 

２．自ら成長できる社員になるための考え方 

３．企業と仕事の目的について 

（１）できないことができるようになることの大切さ 

（２）会社へ貢献する働き方とは 

４．自分の長所を活かしプロフェッショナルな人材を目指す 

５．好感をあたえる応対とビジネスマナー 

 （１）ビジネスマナーを仕事で実践しているか 

 （２）初心に戻り、ビジネスマナーの再チェック 

６．信頼されるコミュニケーション 

（１）コミュニケーションとは 

（２）信頼されるためのステップ 

（３）信頼できる存在となるために 

７．報告・連絡・相談 

８．信用され戦力となる仕事のすすめ方とは 

（１）効果的に仕事をすすめる４つのステップ 

（２）仕事のミスを未然に防止するためには 

（３）仕事を改善し続けるためのポイント 

（４）健康管理 

９．今の働き方をセルフチェック 

10．自己改革計画書の作成 



 

 

厳しい経済環境を乗り越える仕事力を磨く！ 

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～ 

 

と き ６月２５日（火） １０：００～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

講 師 

マインドセットジャパン株式会社 代表取締役社長 服部 英彦 氏 

 
昭和 59年、同志社大学法学部政治学科卒業。以後、一貫して人材開発・社員教

育分野の営業マンとして、延べ 1000 社以上の企業に実績を残す。 お客様の真の

狙いを明確にし、その実現を目指す営業スタイルは多くの共感を呼び、「お客様を

味方につける最強の営業マン」として内外から高い評価を受けている。同時に人

材開発インストラクターとして数々の企業の人材育成・教育プログラムの開発実

施を手がけている。 

著書：「質問力のある人が成功する」「２０代でできると言われる人の成功法則」

「３０歳から人生が変わる黄金ルール」「売れる営業マン 12の習慣」他多数 

参加料 会員 15,400円 非会員 18,500円（昼食代・消費税 含む） 

対象者 中堅社員 

 

研修内容 

１．他者からみた自分の第一印象とは 
 

２．競争をし、結果を出すリーダーの役割と責任 
（１）中堅社員に求められるリーダーの役割と責任 
（２）受け止め方で、仕事や人生の意味が変わる 
（３）目的を共有して、目標を明確化する 
（４）お互いを思いやる心 
 

３．後輩は、先輩の背中を見て育つ 
 

４．現場力を強化するリーダーの仕事力 
（１）メンバーをイキイキさせるプロデュース力 
（２）メンバーの力を引き出し、力を結集する目的設定力・目標管理力 
（３）チームの成果を追求する業務遂行力 
（４）人を育てるコーチング力とティーチング力 
（５）ロールモデル力 
 

５．メンバーをイキイキさせるために 
（１）先輩の使う言葉で後輩は変わる 
（２）メンバーの居場所を創る 

 
６．メンバーの協力を結集する 
（１）目的＋意義＋役割＋評価の明確化 
（２）全体像を共有する 
（３）ミッションマインド 

 
７．成果をあげるリーダーの思考法と使命感 



 

 

今の仕事をより良くするためのポイントが満載 

女性リーダー養成セミナー 

～明るく、自信をもって日々の仕事を推進するために！～ 

 

と き ６月２１日（金） １０：００～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

講 師 

中国生産性本部 専任部長・人材育成プロデューサー 西川三佐子 

 
食品メーカーで秘書的業務、全国チェーンホテルで営業を経験後、平成６年に中

国生産性本部に入職。その後、セミナーや講演会の企画から実施までをプロデュ

ースするとともに、人材育成や組織活性化について研究。現在では、企業や自治

体等の管理職・中堅社員・新入社員を対象に、〝人のやる気を高め、組織を成長

させる〟考え方を軸とした講演や研修の講師としても活動。特に、自らが経験し

た事例をもとに、人のやる気の本質についてわかりやすく伝えることが注目され

ている。キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、秘書士。 

参加料 会員 10,800円 非会員 15,100円（昼食代・消費税 含む） 

対象者 中堅女性社員 

 

研修内容 

１．経営環境が厳しい中、女性の労働年数は延長している 

２．今、女性社員の活躍を企業も求めている 

３．変化を拒まず、自信をもって前進するための心の置き所 

（１）男女関係なく、変化を拒んでしまう心理 

（２）肯定的に物事を捉えて、前向きに行動するために 

４．有効な時間管理術を理解する 

（１）時間管理の考え方  （２）本来すべきことに時間を使えているだろうか 

（３）時間管理が残業を減らす 

５．健全な信頼関係を自らが構築する秘訣 

（１）信頼されるコミュニケーションのとり方とは 

（２）良好な人間関係を築くための習慣 

（３）消極的でもなく攻撃的でもなく、素直に伝える技術 

６．「さすが！」と思われる仕事のすすめ方 

（１）信頼を高める「報告・連絡・相談」の仕方 

（２）一目置かれる仕事のすすめ方のポイント 

７．感情的に結論を出すのではなく、状況判断力を磨く 

８．後輩とともに職場の問題を主体的に改善する 

（１）問題の捉え方と改善への思考法 

（２）職場の生産性を上げるために 

９．キャリアデザイン 

（１）「できない」と思い込んでいたセルフイメージを変える 

（２）会社にとっても自分にとってもプラスの未来とは 



 

 

部下をもつことに自信と勇気が湧いてくる！ 

係長・主任セミナー 

～自分の長所を活かし、強い組織をつくる意識改革～ 

 

と き ７月１０日（水） １０：００～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

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 

 
昭和２４年生まれ、関西大学法学部卒業後、タイガー魔法瓶株式会社に入社。

平成２年に繊維商社の役員として営業部門・工場部門（工場長兼務）・総務部門

を担当する。平成７年、アクティブ経営研究所を設立し、経営コンサルタント・

人材コンサルタントとして独立する。現在、経営計画・経営戦略の立案、営業、

新規事業、階層別研修、人事労務、能力開発・組織活性化など多くの分野で活

躍する。セミナー業界で管理職研修 NO.1講師と評価され、年間で 100回以上の

研修・セミナー・講演を行っている。特に「心構えによって行動が変わり、人

生まで変わる」を持論にしており、実習とディスカッションを織り交ぜて双方

向の参加型研修により、“気づき”を促し“やる気”を起こさせる手法は高い

評価を得ている。 

参加料 会員 15,400円 非会員 18,500円（昼食代・消費税 含む） 

対象者 係長・主任・チームリーダー 

 

研修内容 

１．自分の人生のために仕事をしていますか？ 

 （１）自分が持っている売り物（商品）を自覚する 

（２）自分の中で眠っている潜在能力を引き出す 

２．自分の長所を知ることで、あなたは変わる 

３．係長・主任の本当の役割とは 

 （１）「働く」意義とは  （２）係長・主任の役割とは 

４．部下の「やる気」をひきだす動機づけの秘訣 

 （１）「やる気」の元とは （２）部下をやる気にさせる８ヵ条  

５．職場の人間関係を良くする心理テクニック 

 （１）人間関係が仕事のベース （２）プラス思考の元気の出る言葉を使おう 

６．仕事のできる部下を育てるための指導法 

 （１）部下を使うという発想ではなく育てるという発想 

 （２）部下の理解なしに部下を育てられない （３）部下の長所を徹底的に伸ばす 

 （４）「指示・命令」と「報告・連絡・相談」の徹底 

 （５）誉める・叱る・教育する （６）年上の部下には協力を求める 

７．自己革新できるリーダーが組織を変える！ 

 （１）リーダーシップ力を身につける 

（２）他己分析で長所を再認識し、徹底的に伸ばす



 

 

現場のプレーヤーから管理者への大転換 

課長セミナー 

～成果が出るマネジメントをするための行動変革～ 

 

と き ７月９日（火） １０：００～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

講 師 

株式会社ヒューマンブレインアソシエイツ 代表取締役 大嶽 博一 氏 

 

慶応義塾大学卒業。大手コンサルタント会社を経て、㈱ヒューマンブレインを

設立。企業の人と組織の活性化に向けたプランニングや研修、コンサルテーション

を数多く実施。考え抜かれた演習を盛り込み、受講者の気づきと納得を深め、大変

わかりやすく情熱的な指導に定評がある。平成 28 年には、㈱ヒューマンブレイン

アソシエイツを設立し、プロフェッショナルチームによる人材育成事業を展開して

いる。指導分野は、「経営者・管理者・監督者等の階層別アプローチ」、「営業部門・

製造部門・技術部門等の部門別アプローチ」、「戦略策定・コーチング・ＣＳ・プレ

ゼンテーション等の目的別アプローチ」と経営全般を網羅しており、平易な言葉を

つかいながら経営の真髄から説く。 

参加料 会員 21,600円 非会員 27,000円（昼食代・消費税 含む） 

対象者 課長・グループリーダー 

 

研修内容 

１．管理者として求められる役割と真の仕事 

（１）経営は環境適応業 ～適応できない管理者は生き残れない～ 

（２）管理者のものの捉え方を変えなければ、組織は変わらない 

（３）課長に求められる処理 ＶＳ 変換 

（４）長期的な視点と全体最適 

（５）業績向上への改革の基本姿勢 

（６）プロフェッショナルな管理者とは 

 

２．目標を達成する管理者の意識と行動とは 

（１）トップの方針を社員の実務に繋げていくマネジメント 

（２）管理者のこんな考えが目標をおかしくする 

（３）業績の悪い企業は、マネジメントサイクル（ＰＤＣＡ）が回っていない 

（４）課長の基本行動と役割 

（５）管理者の仕事 ～人材育成・組織力向上・目標達成～ 

 

３．部下が成長するコミュニケーションと育成 

（１）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 

（２）反発や同情や拒絶ではなく、合意（納得） 

（３）部下育成の上手な管理者とは 

（４）手法だけでは部下は育たない ～部下への関心～ 

（５）部下の意欲促進と課題達成のために 

  

４．変革が成功するマネジメントとは 

（１）部門間協働実習 （２）振り返り 

 

５．まとめ ～全体の振り返りと職場での実践に向けて～ 



 

 

激変する経営環境を乗り越える経営幹部養成講座 

経営品質実践セミナー(全５回) 

～企業の未来を切り拓く戦略構築と経営品質の向上～ 

 

第１回 
             イノベーションの実現にむけて 

     ～経営戦略論の弱点とビジネスモデルの３つの役割～ 

 

講 師 

ベストセラー「経営戦略全史」「ビジネスモデル全史」の著者 

三谷 宏治 氏 

 

東京大学 理学部物理学科卒業後、ボストン コンサルティング グループ（BCG）、

アクセンチュアで 19年半、経営コンサルタントとして働く。1992 年 INSEAD MBA

修了。2003年から 06年 アクセンチュア 戦略グループ統括。現在は大学教授、

著述家、講義･講演者として全国をとびまわる。K.I.T.（金沢工業大学）虎ノ門

大学院 教授の他、早稲田大学ビジネススクール・女子栄養大学 客員教授。 

著書『経営戦略全史』は、「ビジネス書大賞 2014 大賞」および「ハーバードビ

ジネスレビュー ベスト経営書 2013 第１位」を受賞。『ビジネスモデル全史』も

「ハーバードビジネスレビュー ベスト経営書 2014 第１位」を獲得。 

と き ８月２９日（木） １４：００～１６：００ 

ところ 広島市中心部 

参加料 会員 8,700円 非会員 10,800円（消費税 含む） 

 

 

第２回 
            自社の未来を創る経営デザイン 

     ～強い会社になるための経営設計図の描き方～ 
 

講 師 

経営品質の本質を知り尽くすコンサルタント 

ＭＡＴコンサルティング 代表取締役社長 望月 広愛 氏 
 

1981年 ヤマハ㈱入社。マーケティング、販売企画、商品開発等を担当。89 年 ㈱

三和総合研究所入社。東京経営戦略本部チーフコンサルタント、CS マーケティ

ング室長などを歴任。代表的なクライアントである株式会社吉田オリジナルは、

98 年度 日本経営品質賞を受賞。99 年 株式会社 J・アートレストランシステム

ズ 代表取締役社長に就任し、８年連続経常増益をもたらすとともに、2005 年 

外食産業としては初の日本経営品質賞中小規模部門受賞。その後もプロフェッ

ショナル経営者として、小・中・大企業の経営を自ら実践。現在、㈱MATコンサ

ルティング代表取締役社長。経営品質協議会では日本経営品質賞委員会制度検

討委員、日本経営品質賞委員会審査員、主任審査員などを歴任。中央大学大学

院戦略経営研究科客員教授、名古屋商科大学大学院マネジメント研究科客員教

授（2009 年度ティーチングアワード受賞）としても活躍。 

と き １０月８日（火） １４：００～１６：００ 

ところ 広島市中心部 

参加料 会員 8,900円 非会員 11,000円（消費税 含む） 



 

 

 

 

第３回 
           強い会社をつくる経営学 

     ～正しい競争力のある正しい経営とは～ 
 

講 師 

「日本でいちばん大切にしたい会社」の著者 

元 法政大学大学院政策創造研究科 教授 坂本 光司 氏 
 

法政大学経営学部卒業。公共産業支援機関、浜松大学教授、福井県立大学、静

岡文化芸術大学教授を経て、2008 年より、法政大学大学院政策創造研究科教

授、および同大学院静岡サテライトキャンパス長、他に、人を大切にする経営

学会会長、NPO 法人オールしずおかベストコミュニティ理事長など、公職を歴

任する。 

専門は中小企業経営論、地域経済論、福祉産業論。これまでに 7500 社を超え

る中小企業を訪問し、調査を行なっている。 

６７万部を超えるベストセラー『日本でいちばん大切にしたい会社 1～5』（あ

さ出版）をはじめ、『なぜこの会社はモチベーションが高いのか』（商業界）、

『ちっちゃいけど、世界一誇りにしたい会社』（ダイヤモンド社）、『社員と顧

客を大切にする会社 :「7つの法則」を実践する優良企業 48』 (PHP研究所) な

ど、著書は多数。 

と き １１月２１日（木） １４：００～１６：００ 

ところ 広島市中心部 

参加料 会員 8,900円 非会員 11,000円（消費税 含む） 

 

 

 

第４回      ―講師交渉中― 

         （2020年１月開催予定） 

 

 

 

第５回      ―講師交渉中― 

         （2020年３月開催予定） 
 



 

 

 

信頼と評価が高まるヒューマンスキル 

ワンランク上のビジネスマナー 

～社内外から一目置かれる存在になるために～ 

 

と き ６月１３日（木） １３：３０～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

講 師 

中国生産性本部 専任部長・人材育成プロデューサー 西川三佐子 

 
食品メーカーで秘書的業務、全国チェーンホテルで営業を経験後、平成６年に中

国生産性本部に入職。その後、セミナーや講演会の企画から実施までをプロデュ

ースするとともに、人材育成や組織活性化について研究。現在では、企業や自治

体等の管理職・中堅社員・新入社員を対象に、〝人のやる気を高め、組織を成長

させる〟考え方を軸とした講演や研修の講師としても活動。特に、自らが経験し

た事例をもとに、人のやる気の本質についてわかりやすく伝えることが注目され

ている。キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、秘書士。 

参加料 会員 5,400円 非会員 8,600円（消費税 含む） 

対象者 中堅社員 

 

研修内容 

１．仕事力だけでは、業務は円滑に進まない 

（１）仕事をする上で欠かせない重要なヒューマンスキルとは 

（２）一瞬の心配りが、仕事を大きく変える 

（３）ビジネスマナーは、心配りを相手に伝える重要な手段 

２．どのような場面でも必要なビジネスマナーの３つの原則 

３．好感を与える良い第一印象をつくるポイント 

（１）第一印象が良くなければ、人間関係は深まらない 

（２）第一印象を効率よく高める方法 

４．ワンランク上を感じさせるビジネスマナー 

（１）お客様が求めていることを見つける方法 

（２）ビジネスマナーを基礎として、臨機応変の対応をするために 

（３）「気が利く！」と相手の心を動かすマナーの極意 

５．信頼を与えるコミュニケーション術 

 （１）堅苦しさより、あたたかみのある心の通った応対 

 （２）相手が楽しくなる会話術 

 （３）好感と信用を与える電話応対 

 （４）「さすが！」と感心されるメールの返信ポイント 

６．まとめ 

 



 

 

 

仕事力と組織力を主体的に高める秘訣！ 

報告・連絡・相談の仕事術 

～報連相の極意を知れば、仕事の生産性が上がる～ 

 

と き ７月１９日（金） １３：３０～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

講 師 

中国生産性本部 専任部長・人材育成プロデューサー 西川三佐子 

 
食品メーカーで秘書的業務、全国チェーンホテルで営業を経験後、平成６年に中

国生産性本部に入職。その後、セミナーや講演会の企画から実施までをプロデュ

ースするとともに、人材育成や組織活性化について研究。現在では、企業や自治

体等の管理職・中堅社員・新入社員を対象に、〝人のやる気を高め、組織を成長

させる〟考え方を軸とした講演や研修の講師としても活動。特に、自らが経験し

た事例をもとに、人のやる気の本質についてわかりやすく伝えることが注目され

ている。キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、秘書士。 

参加料 会員 5,400円 非会員 8,600円（消費税 含む） 

対象者 中堅社員 

 

研修内容 

１．報告・連絡・相談の３つのステップ 

２．会社のしくみと報告・連絡・相談 

３．組織で仕事の達成度を高めるための〝報告〟 

（１）報告は部下としての義務 

（２）中間報告と結果報告 

（３）後輩から報告してもらえる先輩になるためには 

（４）上司から指示命令されていなくても報告すべきこと 

（５）お客様の情報・競合先の情報・社内の情報・災害等の情報 

４．組織力をアップさせる〝連絡〟 

（１）連絡は上司・同僚・後輩への情報の共有 

（２）連絡をする際のポイント 

（３）連絡でやりがちな落とし穴 

５．仕事ができる人になるための〝相談〟 

（１）相談は相手の力や知恵を借りること 

（２）上司に信頼される働き方と相談の必要性 

（３）信頼を高めるための後輩への相談ののり方 

６．組織の知恵と実行力を集結させる〝打合せ〟 

（１）打合せとコミュニケーション 

（２）消極的でもなく攻撃的でもなく、素直に伝える技術 

（３）事実で進め、情報は多方面から集める 

（４）机上より現場 

７．信頼が高まる「報告・連絡・相談」 演習 



 

 

新入社員を育成することに自信と勇気が湧いてくる！ 

新入社員のＯＪＴ指導セミナー（先輩編） 

～堂々と先輩社員として信頼される指導をするために～ 

 

と き ２０２０年３月１８日（水） １０：００～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

講 師 

中国生産性本部 専任部長・人材育成プロデューサー 西川三佐子 

 
食品メーカーで秘書的業務、全国チェーンホテルで営業を経験後、平成６年に中

国生産性本部に入職。その後、セミナーや講演会の企画から実施までをプロデュ

ースするとともに、人材育成や組織活性化について研究。現在では、企業や自治

体等の管理職・中堅社員・新入社員を対象に、〝人のやる気を高め、組織を成長

させる〟考え方を軸とした講演や研修の講師としても活動。特に、自らが経験し

た事例をもとに、人のやる気の本質についてわかりやすく伝えることが注目され

ている。キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、秘書士。 

参加料 会員 11,000円 非会員 15,700円（昼食代・消費税 含む） 

対象者 ２０２０年度新入社員を指導する先輩社員 

 

研修内容 

１．先輩社員が新入社員の指導で直面する問題  

（１）何度教えても、仕事ができない 

（２）教えることに時間を取られ、自分の仕事ができない 

（３）何を指導したら良いのかわからない 

（４）新入社員と相性が合わない 

２．先輩社員が新入社員に与える影響 

３．先輩社員としての心構え  

４．新入社員とのコミュニケーションのとり方 

（１）第一印象の大切さ  （２）信頼を与えるコミュニケーションとは 

５．新入社員に指導する方法 

（１）新入社員に教えることを自分で整理する方法 

   ・仕事の実務について ・社内規定や行動指針 

（２）基本を教えながら、新入社員の状態をみる 

（３）新入社員の長所を見つける大切さ 

（４）ほめ方と注意の仕方    （５）新入社員にルールを課す時の注意点 

６．新入社員を育成する時のポイント  

（１）最初から完璧を求めすぎない。失敗から学ぶこともある 

（２）仕事の与え方は、慣れてきたら＋α 

（３）新入社員が抱える問題 ≠ 先輩の視点  （４）指導する時の先輩の心の置き所 

７．上司に新入社員の状況を定期的に報告するポイント 

８．後輩を育てるには、まず、自分が成長する 

（１）経験なしには納得が難しい 

（２）自分が成長していないと指導の出し惜しみをしてしまう 

 



 

 

筋道を立てて考え、適切な答えを導き出す！ 

ロジカルシンキングセミナー 

～企画立案・問題解決・プレゼン・交渉の重要な基礎～ 

 

と き ７月３０日（火） １０：００～１７：００ 

ところ 広島市内中心部 

講 師 

有限会社サンクスマインドコンサルティング 代表取締役 伊藤 弘一 氏 
 

1962 年、中央大学法学部卒業。87 年、岩谷産業㈱に入社。90 年、矢矧コン

サルタント㈱に入社し、企業戦略や事業戦略など多数のプロジェクトにマネ

ージャーとして従事。95年、ケイアンドカンパニー㈱で企業変革など多数の

プロジェクトマネージャーとして実績を重ねる。99年、東証１部上場のアネ

スト岩田㈱に入社し、社長直轄の営業統括マネージャーとして活躍後、現在

に至る。主な専門領域は、事業戦略、マネジメント、ロジカルシンキング、

問題解決、営業など。 

参加料 会員 15,400円 非会員 18,500円（昼食代・消費税 含む） 

対象者 中堅社員・チームリーダー・ロジカルシンキングに関心のある方  

 

研修内容 

１．自分の「実力」を高めるためには 

２．納得できる主張や説明とは 

（１）人が納得できない理由  （２）納得できない主張パターン 

３．適切な答えを導き出すための必要十分条件 

４．ロジカルシンキングの基本的な考え方 

（１）行き当たりばったりの考え方や勘頼みからの脱却 

（２）論理思考の重要性 

（３）未経験の難題に対処するための思考 

５．ロジカルシンキングの全体構造 

（１）結論を出すための「演繹法と帰納法」 

（２）正しく考えるための「ロジックツリー」 

（３）論理思考の基本原則「ＭＥＣＥと整合性」 

６．論理思考を実務に落とし込む 

（１）実務での「仮説設定」→「検証」→「戦略立案」の展開 

（２）対策立案（課題克服・問題解決） 

（３）原因分析  （４）構成要素の分解・細分化 

７．基礎知識とケーススタディ 

８．ロジカルシンキングのはまりがちな落とし穴 

９．まとめ 



 

 

「知らない」では、すまされない！部下の心の不調への正しい対応!! 

職場のメンタルヘルス対策セミナー 

～現場を知り尽くした専門家が心の不調のメカニズムを解説～ 

 

と き ８月２８日（水） １０：００～１７：００ 

ところ 広島市内中心部 

講 師 

株式会社 Y’sオーダー 代表取締役 藤野 祐美 氏 

 
オーストラリアＢＯＮＤ大学大学院 経営学修士。 

ミノルタカメラ（現コニカミノルタ）、Ｐ＆Ｇ人事部勤務を経て、世界最大

の水産飼料会社ニュートレコ社の日本法人立ち上げに参画。更に関連会社 2

社を立ち上げ、取締役に就任。 

アジア太平洋地域人事統括として、組織・人材開発に従事。 

独立後、企業立ち上げからマネジメントまでの経験を基に、メンタルヘルス

マネジメント、リーダー育成、コミュニケーション等の分野にて、各種企業、

大学等へ研修、カウンセリング等の人材開発コンサルティングを展開する。 

メンタルヘルスマネジメントマスター、産業カウンセラー、心理相談員。 

参加料 会員 15,400円 非会員 18,500円（昼食代・消費税 含む） 

対象者 ・管理者・グループリーダー・チームリーダー 

 

研修内容 

１．メンタルヘルス問題の現状：今、職場で起こっていること 

 （１）〝職場が原因〟の心の不調者の状態 

 （２）メンタルヘルス問題がもたらす大きな悪影響 

 （３）上司が訴訟対象にされるメンタルヘルス問題の現状 

２．知らないでは済まされない！ストレスと病の基礎知識 

 （１）ストレスの基礎知識とメカニズム 

 （２）ストレスの原因とその表れ方（心理・行動・身体） 

 （３）自分でできるストレスケアの方法 ～ストレスコーピングを身につける～ 

（４）職場を悩ませる問題〝進化するうつ〟 

（５）若手社員・ベテランの〝うつ〟 

３．メンタルヘルス対策は、「早期発見」が重要！ 

   ～心の不調に気づくためのチェックポイント～ 

 （１）上司だから気づけるチェックポイント 

 （２）〝何かが違う！〟と感じた時に、最初にやるべきこと 

４．心の不調を起こした部下への正しい対応 

 （１）上司のあなたがすべきこと 

 （２）専門医や専門家にしかできないこと 

 （３）社外の専門家（医師・ｶｳﾝｾﾗｰ）を利用する際のポイント 

５．職場復帰のための具体的な方法 

６．「予防」のため上司・職場がすべきこと 



 

 

◆◆◆ 企業内研修への講師派遣 ◆◆◆ 

 

と き ご希望に合わせて随時 

ところ お客様のご指定の会場 

講 師 

中国生産性本部 専任部長・人材育成プロデューサー 西川三佐子 

 
食品メーカーで秘書的業務、全国チェーンホテルで営業を経験後、平成６年に

中国生産性本部に入職。その後、セミナーや講演会の企画から実施までをプロ

デュースするとともに、人材育成や組織活性化について研究。現在では、企業

や自治体等の管理職・中堅社員・新入社員を対象に、〝人のやる気を高め、組

織を成長させる〟考え方を軸とした講演や研修の講師としても活動。特に、自

らが経験した事例をもとに、人のやる気の本質についてわかりやすく伝えるこ

とが注目されている。キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、秘書士。 

講師料  ご相談ください。 

 

 

昨年の受講者アンケート 

新入社員ＯＪＴ指導セミナー【先輩編】   

① 非常に参考になった      ８８％     

② ある程度、参考になった  １２％     

③ あまり参考にならなかった  ０％     

 

女性リーダー養成セミナー【基礎編】    

① 非常に参考になった      ８４％      

② ある程度、参考になった  １６％      

③ あまり参考にならなかった  ０％      

 

中堅社員研修会               

① 非常に参考になった      ８６％      

② ある程度、参考になった  １４％      

③ あまり参考にならなかった  ０％      

 

 

§企業内研修のテーマ§ 

■新入社員研修    ■新入社員フォローアップ研修 

■中堅社員研修    ■メンター研修 

■メンターフォローアップ研修       ■女性社員リーダー養成研修 

■管理者研修     ■メンタルヘルス  ■コミュニケーション 

■経営品質向上    ■リーダーシップ  ■組織力向上        他 

■身構えて参加しましたが、楽しく研 
修させていただきました。 

■今の悩んでいる現状にとても役立つ 
内容でした。 

■学んだことを、ぜひ職場で活かして 
いきます。 

■改めて、計画性の大切さを認識しま 
した。 

■思った以上に詳細で踏み込んだ内容 
でとても参考になりました。 

■業務に活かせるように頑張ります。 

■今までの自分の考え方は、まだまだ 
甘いなと思いました。明日からはも 
っと素直に積極的にものごとに取り 
組みたいと思いました。 

■想像以上に自分のためになる講義で 
した。また機会があれば参加したい 
です。 



 

 

〈お申込の方法〉 

参加申込書に所定事項をご記入いただき、ＦＡＸまたはホームページでお申込み 

ください。セミナー開催の１ヶ月前に「参加証」「請求書」をお送りいたします。 

 

〈お問合せ・お申込み〉 中国生産性本部 

     〒730-0041 広島市中区小町 4-33 中電ビル２号館４Ｆ 

     TEL：082-242-7972 FAX：082-242-7973  

URL：http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/  

 

※ セミナー内容については、変更する場合もございますのでご了承ください。 

 

中国生産性本部 行 

  平成２０１９年度セミナー 参 加 申 込 書                    

   年   月   日 

組織名 

 

所 在 地  〒                                          

連絡担当者 （所属・役職名）                       （氏名） 

電    話   

 

□ セミナーの申し込み   □ 詳細パンフレットの送付（セミナー名                 ） 

 

●セミナーのお申込の場合は下記のご記入もお願いします。 

参加者氏名 所属・役職名 ご希望のセミナー名 

   

   

   

   

   

 
個人情報の取扱いについて 

○本書にご記入いただいた個人情報は、法令に基づく場合などを除き、お客様の承諾なしに第三者へ開示・提供することはあ
りません。ただし、当本部の事業活動およびサービス提供とこれに付随する業務を行う目的の範囲内（参加者名簿作成、セ
ミナー案内の送付）で利用させていただきます。 

○作成した参加者名簿は、セミナーの講師に配布すると共に受付用として利用させていただきます。また、グループ討議を行
うセミナーに限り参加者へ配布する場合もあります。 

 

 ＦＡＸ （０８２）２４２－７９７３  

 


