平成29年8月吉日

リーダーシップスキルアップセミナー開催のご案内
拝啓、時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、（公財）産業雇用安定センター岩手事務所の業務運営に対し、ご理解とご
協力を賜り厚くお礼を申し上げます
さて、当事務所は企業様のご協力のもとで、求人情報と登録者情報とのマッチング
を進めて円滑な労働移動の実現に向け、取り組みを進めております。
こうしたもとで、この度は、企業運営に不可欠な人材の育成、さらには従業員の活
性化等に焦点をあて、「職場リーダーのスキルアップ」をテーマに標記セミナーを開
催させていただくことといたしました。
各企業の皆様におかれましては種々の人材開発や育成プログラムをお持ちとは存じ
ますが、本セミナーが、人手不足のもと、職場力の活性化に向けたマネジメントの点
検と更なる管理者のスキルアップにお役立て頂ければ幸いと存じます。
この機会に、是非、参加いただきますよう、ご案内申し上げます。
≪セミナーの狙い≫
管理職として組織目標のため、メンバーの能力を高め、それを引出し、発揮させる
ことで、チームの「力」を最大限に高めるためのスキルを学びます。
(1)コミュニケーションによる良好な人間関係の構築に繋げることを学びます。
(2)管理者に必要なリーダーシップ、フォローアップ発揮の重要性を学びます。
(3)管理職としてのリクスマネジメントの基礎知識（ﾊﾗｽﾒﾝﾄ、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ）を学びます。
(4)人材育成の効果的な方法とやる気を引き出すコミュニケーションを学びます。
(5)時間を上手に使うことで、仕事の効率向上と自己成長を図ることを学びます。
(6)問題解決の手順・技法について学びます。（ﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰ、各種技法）
◆日時
◆カリキュラム
◆講師

第一日目 ：平成29年10月25日（水）
第二日目 ：平成29年10月26日（木）

10:00～16:00
10:00～16:00

※別添資料を参照願います。
原田 芳信
公益財団法人産業雇用安定センター

インストラクター

※講師略歴は別添資料を参照願います。

◆会場

北上市文化交流センター
〒024-0084

さくらホール

岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号
TEL:0197-61-3300/FAX:0197-67-3301

◆受講料

賛助会員：14,000円

一般：18,000円

◆定員

40名（先客順のためお早めにお申し込み下さい）

◆申込

別紙「参加申込書」をFAXでお送りください。
後日、ご担当者様宛に受講票ならびに請求書をお送りいたします。

公益財団法人産業雇用安定センター

（税込）

岩手事務所長

佐々木庄介

TEL:019-625-0434/FAX:019-621-8087

リーダーシップスキルアップセミナー
～メンバーの能力を高め、引出し、最大限のチーム力を発揮する～
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１．日時

第一日目：２０１７年１０月２５日（水）１０：００～１６：００
第二日目：２０１７年１０月２６日（木）１０：００～１６：００

２．場所

北上市文化交流センター「さくらホール」研修室

３．講師

原田 芳信（公益財団法人産業雇用安定センター

インストラクター）

４．カリキュラム

【第一日目】メンバーのモチベーションを高め、チーム力を発揮する。
（コミュニケーション、リーダーシップ・フォロワーシップ、基礎知識）
時間

カリキュラム

内容

10:00～10:05

開講挨拶

（公財）産業雇用安定センター 岩手事務所

10:05～10:30

はじめに

セミナーの意義（知行合一）、本セミナーの狙い、【他己紹介】

10:30～10:50

管理者としての役割と

マネジメントとは、管理者の役割と心構え

心構え【講義】

部下に持たせたい意識（当事者・問題・改善、SQDC、顧客、遵法）

良好なコミ

自分自身を

自分自身の人物特性（思考・感情・行動）を【エゴグラム】

ュニケーシ

理解する

により分析し、自己理解を深め、良好な人間関係につなげます。

ョンで人間

（自己理解）

関係を構築

部下の話に

部下の話に耳を傾け、心から聴こうとする姿勢から相互の信頼関係

耳を傾ける

が構築され、良好な人間関係へとつながります。

（傾聴）

コミュニケーションの基本となる傾聴の姿勢・技法を学びます。

10:50～12:00

【講習＆演
習】

【傾聴演習】

12:00～13:00

休憩

13:00～13:50

コミュニケ

部下を元気

ポジティブストロークの活用で元気な職場づくりを学びます。自分

ーション続

にする

がとっているストロークの傾向を分析します。

き

（ストロー

【ストローク演習】

ク）

13:50～14:40

リーダーシップとフォロ

・優れたリーダー、優れたフォロワーとは

ワーシップを発揮する

・リーダーシップとフォロワーシップの２つの基軸

【講義＆演習】

・ベテランフォロワーに活躍して貰う
【フォロワーシップチェックリスト、ＰＭ行動チェックリスト】

14:40～14:50

休憩

14:50～15:30

リスクマネ

ハラスメン

様々なハラスメント、ハラスメントが及ぼすリスク、加害者責任と

ジメントの

ト

企業責任、両罰規定、パワハラ・セクハラ、他

基 礎 知 識

メンタルヘ

セルフケア、ストレスモデル、ストレッサーの軽減、ストレス対処

【講義】

ルス

法、部下との面談 他

15:30～15:50

振り返り

「気づいたこと」
「実行に移したいこと」まとめ

15:50～16:00

セミナーまとめ

「五常の徳」、
「和して同ぜず」

次回までの課題：①現在抱えている問題で解決したいと思っている問題
②これまで時間が無かったのでやれなかったが、
「やりたいこと」
「やらなければ
ならないこと」

【第二日目】メンバーの能力を高め、チーム力を向上させる。
（人材育成、自己成長、時間の上手な使い方、問題解決力他）
時間

カリキュラム

内容

10:00～10:20

前回の振り返り

10:20～11:20

人材育成は重要な仕事

・人財育成の意義と重要性、効果的な方法

【講義＆演習】

・部下のやる気を引き出し育成につなげる
・人財育成とコーチング（ケーススタディ）

11:20～12:00

自己成長をめざす

・環境変化と自己成長の必要性

【講義】

・ビジョン（目標）を持ち、これから必要な貢献をするための
能力、スキルを考える

12:00～13:00

休憩

13:00～14:00

仕事の効率向上のため

仕事の時間効率の向上や自己成長のための時間の上手な使い方

の時間の上手な使い方

を学びます

～タイムマネジメント～

・生産性向上のための働き方改革

【講義＆演習】

・効果的な時間の使い方の例
・生み出した時間を自分の未来に投資し、自己成長をめざす

14:00～14:10

休憩

14:10～15:10

問題解決力を身につけ

・問題解決の重要性

る

・問題解決の手順・方法（ロジックツリー）

【講義＆演習】

問題の所在(What)～問題の特定(Where)～原因の追究(Why)～
目標の設定～対策案検討(How)
・その他の技法（バリューチェーン分析、パレート分析他５技法）
・職種別グループ討議：仕事で使えそうな技法

15:10～16:40

振り返り

「気づいたこと」
「実行に移したいこと」まとめ
グループで話し合う

15:40～15:55

セミナーまとめ

ビジョン（目標）を持つ（心に刻み）
、実行に移す（やり抜く）
、ゆ
とりを持つ（芸に遊ぶ）

15:55～16:00

閉講挨拶

（公財）産業雇用安定センター 岩手事務所

公益財団法人産業雇用安定センター

講師略歴
【氏名】 原田芳信（はらだ よしのぶ）
【生年月】1954 年 11 月（６２才）
【学歴】 1973 年福岡県立大牟田商業高等高校卒
1976 年日立工業専門学院 本科 管理工学科卒
1977 年日立工業専門学院 研究科卒（早稲田大学理工学部工業経営学科へ日立から委託学生）
【職務略歴】
1973 年 4 月 ㈱日立製作所茂原工場入社。
工場総務として労組対応、人事、採用、人員対策等、人事・労務全般にわたり従事。
主に、事業再編に伴う人員対策に貢献。日立グループ製造会社の総務課長、総務部長を経て、
2003 年以降
・中国蘇州にて総務部長として製造新会社の立ち上げ、経営基盤の確立に従事。
・総務部長として、㈱ＩＰＳαテクノロジ（現：㈱ジャパンディスプレイ）の垂直立ち上げ、
（註：日立、パナ、東芝の３社合弁の液晶パネル会社）
経営基盤の確立に従事。
・㈱日立製作所 人財統括本部・勤労部・ＥＡＰセンター シニアエキスパートとしてグループ
従業員のストレス低減、メンタルヘルス対策に従事。
・㈱日立製作所 人財統括本部・構造転換 Prj シニアコンサルタントとして、グループの人員対策
と従業員の再就職支援業務に従事。
2014 年 4 月、公益財団法人産業雇用安定センターにセミナー講師として転籍。現在に至る。
【保有資格】
社団法人 日本産業カウンセラー協会 認定「産業カウンセラー」
ＧＣＤＦ－Ｊａｐａｎ 認定「キャリアカウンセラー」
ＮＰＯ法人日本交流分析協会認定 「交流分析士２級」
ＨＲＤ株式会社 認定「ＤｉＳＣ認定資格者」
【主な受講歴】
一般社団法人日本 MBTI 協会「MBTI トレーニング講座」受講
社団法人日本中高年齢者雇用福祉協会(JADA) 「生涯生活設計コンサルタント」受講 他
【主な担当セミナーとＨ２８年度セミナー実績（合計６５回）
】
分類

セミナー名称

再就職・
キャリア関係
セミナー

再就職支援セミナー

人事・
労務関係セミ
ナー
（個別テーマ）

層別セミナー

Ｈ２８年度実績
１０回

キャリアデザインセミナー

６回

ライフプランセミナー

４回

コミュニケーションスキルアップセミナー

２回

メンタルヘルスマネジメントセミナー

１０回

ハラスメント防止セミナー

２回

リーダーシップ・フォロワーシップセミナー

３回

ワークライフバランス・デザインセミナー

１回

労働法セミナー（人事労務担当者向け：就業関係）

１回

マネジメントスキルアップセミナー

８回

第一線管理監督者セミナー

２回

生産性向上、現場力向上実践セミナー（第一線管理監督者向け）
内定者、新入社員、新入社員フォローアップ研修

１４回
２回
以上

ＦＡＸ ０１９－６２１－８０８７
公益財団法人

産業雇用安定センター

岩手事務所

宛

リーダーシップスキルアップセミナー
◆日時

第一日目 ：平成29年10月25日（水）
第二日目 ：平成29年10月26日（木）
北上市文化交流センター さくらホール

◆会場

参

加

申

込

10:00～16:00
10:00～16:00

書

貴社名
〒

－

所在地
部署・役職名

ご担当者

TEL
FAX

ご氏名

E-mail

参加者名（フリガナ）

部

署

名

役

職

名

1

2
3

受講料

賛助会員企業
一般企業

14,000円/人
18,000円/人

受講料
合計

￥

お申込みにあたって
1 参加申込書をＦＡＸでお送りください。後日ご担当者あてに受講者証（参加者様ご持
参）及び受講料請求書を郵送いたします。

2 受講料につきましては10月20日（金）までにお振込みください。なお、現金
でのお取扱いはいたしておりません。
（お振込手数料は、貴社にてご負担ください）
3 お振込みいただいた受講料につきましては、原則払い戻しは致しませんのでご
了承ください。
当センターでは、お客様の個人情報を厳重に管理しておりますので外部に開示することは一切ございません。

