女性の 特性 と 自分の 個性 を活かした
リーダーシップを学ぶ！

階層別研修
2日間セミナー

女性リーダー養成コース
開催日
〈東

各回2日間とも 10：00〜17：00

京〉2019年 7月 4日（木）〜 5日（金）
2019年10月10日（木）〜11日（金）
2020年 2月25日（火）〜26日（水）

〈名古屋〉2019年11月14日（木）〜15日（金）
〈大

阪〉2019年 8月27日（火）〜28日（水）
2020年 1月29日（水）〜30日（木）

日程変更

対

象

●職場の女性リーダーまたは候補者
●女性の管理者または候補者

会

場

日本能率協会 各研修室

講

師

岩井 結美子

定

員

30名（1開催1社4名まで）

株式会社コンシャスインターナショナル 代表取締役

本コースのねらい

学習のポイント

あらゆる組織において、女性管理職がその特性や個性を活かし魅力ある職場作りを推進する
ことは、組織が成長するために大きな活力となります。また、女性はメンバーケアマインドが高く、
連携・協調を得意とし、形式や枠にとらわれず柔軟な発想･対応ができるという特性があります。
本コースでは、女性リーダーとしての立場と役割について理解するとともに、受講者に寄り
添った部下 育成のための具体的な指導・育成方法を習得いただきます。また、自分の目指す
リーダー像を描いていただき、明日から実践できる行動を持ち帰っていただきます。

❶女性リーダーに期待される役割や能力につ
いて学ぶ
❷部下育成のためのリーダーシップについて
学習し、
「自分らしいリーダーシップ」の発揮
について行動プランを作成する

プログラム概念図
＜リーダーとしての意識とスキルアップ＞
＜女性リーダーとしての留意ポイント＞

プログラム
時間

10：0０

リーダーとしての
立場の理解と自覚

部下育成のリーダースキル

女性リーダーとしての
強み・弱みの理解と対策

印象管理
ストレスマネジメント

自身の目指す
リーダー像に向けて
／行動プラン

※事前課題があります。

１

日

＜昼食 １２:００〜１３:００＞

目

２

１ リーダーになるためのスタンバイ
■
（意識改革）
１）管理職・リーダーとは
理想のリーダーを考える
求められる能力と役割
リーダーシップの基本
２）女性がリーダーになったときに陥りやすい傾向と対策
上司が思う女性リーダーのイメージ
女性が取り易い行動の分析（女性である強みと弱み）
意見や提案の仕方
３）チームワークとは何か
チームの作り方と活性化

2 部下育成のリーダースキル
■
（指導・育成法）

日

目

3 リーダーとしての印象管理
■
実習

１）ポジションとインプレッションによる成果の上げ方
２）印象による誤解を予防し、対人ストレスを減らす

4 ストレスマネジメント
■
１）感情コントロール法
（認知行動療法によるセルフメンテナンス術）
２）アサーティブコミュニケーション
（爽やかな自己表現方法）

演習

演習･ロー ルプレイ

１７：0０

１）安心感を育てる聴く技術（積極的傾聴スキル）
２）自発性を養う質問する技術
（引き出す、関心を示す、気づきを促す）
３）部下を動かす伝える技術（部下を動かすフィードバック技法）
４）やる気にさせるコーチングスキル（目標設定と行動の決定）
承認欲求へのアプローチの仕方
叱り方、伸し方の方法

〜 全体を通して 〜
本研 修 は受 講 者自身 の 実 際 の 課 題に向き 合 い 、解 決に
向かうための指導に時間を割きます。
そのため質問の時間を多く設けます。各々に講師よりアド
バイスやフィードバックが与えられます。
悩みや問題を持ち込み、講師に大いに質問してください。

※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。

女性リーダー養成コース
講師紹介

（敬称略）

岩井 結美子

参加者の声 ・部 下の育成に悩 んで行 き

株式会社 コンシャスインターナショナル 代表取締役
一般社団法人産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー
一般社団法人メイクセラピストジャパン 代表理事

営業、人材教育コンサルティングを経て、心療内科に心理カウンセラーとして勤務。患者の社会復帰の支援として、
メン
タルトレーニング、
コミュニケーショントレーニングに従事した経験から、様々な人間関係の問題を解決するアドバイスを
可能にした。2003年に起業後は、人材育成支援の専門家として
【自分自身や他者との関係性の改善と向上】
をテーマに
企業研修や講演で全国を飛び回っている。豊富なトレーニング実績から繰り広げられるアドバイスは、
すぐに実践し成果が
出たと受講者から好評を得ている。人情味あふれるパーソナリティーで人気。心療内科勤務時代に女性患者にメイクし状態が好転したことを
きっかけに、独自の化粧療法のメソッドを開発。協会を発足し女性の社会的な自立支援にも注力している。
◆著 書：
「美人セラピー」
（ＰＨＰ文庫）
「どうしたら できる男 に見えますか？」
（中央公論新社ラクレ）
「美意識は過剰すぎるくらいがちょうどいい。」
（マガジンハウス）

お申込みについて

1

詰って い る方 に 受 け て い
ただきたい研修です（30代・リーダー層）
・何をどうしたらいいのか分からないまま進め
ていましたが、リーダーとしての立場を明確
にすることができた（30代・リーダー層）
・質問に応える時間を多くとっていただき、
具体的な解決方法を伺うことができた
（40代・課長層）

定員になり次第、申込受付を終了します。お早目にお申込みください。

2

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

JMA 女性リーダー
セミナーID（半角数字） JMA 100121

スマートフォン
タブレットから

または
で検索

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話にてお問い合わせください。
TEL：03（3434）6271

会場案内 会場地図は、参加証送付時にご案内いたします。

参加料 （消費税抜）

93,000円/1名

一般社団法人日本能率協会法人会員
会

員

外

104,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※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。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/
※参加申込規定はJMAマネジメントスクールのWebページに掲載しておりますので
ご確認、同意のうえお申込みください。

申込に関する問い合わせ先（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）
電話受付時間

（万一キャンセルの場合は必ずメールまたはファックスでご連絡ください。）

参加定員 30 名（開催地域により、定員が異なる場合があります。）

（参加人数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止に
させていただく場合がございます）

ただし祝日を除く

FAX：03（3434）5505

プログラム内容に関する問い合わせ先（企画担当）
参加開催地域ごとに下記小会事務所へお問い合せください。

TEL：03（3434）1955（直通）
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

経営・人材革新センター

東京

名古屋

中部事務所

TEL：052（581）3271（代表）
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目26番25号
メイフィス名駅ビル 6階

大阪

関西事務所

TEL：06（4797）2050（代表）
〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22
ハービスENTオフィスタワー 19階

開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額

月〜金曜日9:00 〜 17:00

メール：seminar@jma.or.jp

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつか
ない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。

TEL：03（3434）6271

JMAマネジメントスクール

申込に関するお願い事項

本セミナーは、1開催1社4 名までとさせて
いただきます。

これから求められる経営モデルの提唱

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な
変革運動、経営理念を体現する
人づくり、ダイバーシティ経営、
新しいチャレンジを進めるプロ
ジェクトなど、人・組織の力を
結集する様々な取り組みを対象
にした表彰制度です。

会員制度のご案内
一 般 社 団 法 人日本 能 率 協 会は法 人を
対象とした法人会員制度を設け、セミ
ナー参加料割引をはじめ各種サービス
を提 供しております。是 非この機会に
ご入会をご検討ください。
詳細は
https://www.jma.or.jp/membership/

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大にすることを通じ、
新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための長期プログラム、
役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティングなど専門領域のスキルアップ研修
など年間2,000本以上の公開型研修を開催しています。
また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に合わせた
1 プログラム内容

3 研修結果を
継続させる仕組み

2
4

実践力のつく
演習・ディスカッション

多様な業界、
業種と交流

