― 働き方改革を促進するチームづくりの基本 ―

VQ 2019年度

メンバーを巻き込み行動を変える

チームビルディング
入門セミナー

■
開催日 〈東京〉2019年

7月 3日（水）〜 4日（木）
2019年10月23日（水）〜24日（木）
2020年 2月19日（水）〜20日（木）
〈大阪〉2019年 9月10日
（火）
〜11日
（水）
2020年 1月28日（火）〜29日（水）
各回2日間とも 10：00〜17：00

■
対 象
組織・チームのリーダーおよびその候補の方々
初めて部下・後輩ができた方
各 部 門 の ライン マ ネジャー・プ ロジェクト
リーダーの方々

■
講 師
深代 達也 一般社団法人日本能率協会 講師
米国NLP協会認定トレーナー

■
会 場 日本能率協会 研修室

中島 克紀 一般社団法人日本能率協会 専任講師

● 本セミナーのねらい

● 本セミナーの特長

組織（チーム）の力を最大限に発揮するためには、異なる
価値観を持つメンバーを、共有する目標やゴールに向けて
巻き込み支援していくことがチームリーダーに求められます。
そしてその基本は、
『ものの見方を変えて、行動を変える』
コミュニケーションスキルです。
本セミナーでは、
リーダーがチームメンバーとチームを成
長させるために必要な基本3要素を習得します。

柔軟性と創造性を高める内省（リフレクション）
のスキルを学べる
メンバーと信頼関係を築き、様々な状況に応用が可能な
『ものの見方を変えて、
行動を変える』
コミュニケーション手法を学べる
ポジティブ心理学や身体心理学をベースとしたリーダーの態度形成スキルを
体得できる
映像を含む多くの演習を交えながらチームリーダーに求められる考え方と
スキルを体得できる
他参加者との討議を通した学びが得られる

チームを成長させる基本3要素
(1)『ものの見方を変え、行動を変える』
コミュニケーション
(2) ビジョンの共有・巻き込み
(3) チームを成功に導くぶれない軸

●『ものの見方を変え、行動を変える』コミュニケーションのポイント
自分のモノの
見方が変わる

自分の発言や
行動が変わる

メンバーの
モノの
見方が変わる

●プログラム
1

メンバーの
発言や
行動が変わる

昼食時間 １２：3０〜１３：3０

日

目

〈10：00 〜 17：00〉

1 チームビルディングの必要性
■
チームビルディングがなぜ必要か
チームビルディングチェックリスト

チームビルディングの基本視点
■
演習 チームがチームであることの価値を考察する

（①最高のチームと最悪のチーム ②チームで得たいこと 他）

知覚位置を使い、柔軟性を高め、チーム感情をつくる

2『ものの見方を変え、行動を変える』
■

コミュニケーション

コミュニケーションの基本モデル

内省（リフレクション）
によって自分を変える
メンバーを観る力を高め、信頼を高めるスキル
■
演習 相手の見方を活かして話す

2

日

目

〈10：00 〜 17：00〉

3 ビジョンの共有・巻き込み
■
■
演習 巻き込み力実践ワーク

リーダーシップと共有ビジョン
内省によって組織と個人のビジョンをつなぐ
行動が変わる巻き込みノウハウを活用した褒め方・叱り方
■
討議 学びをもとに自社への展開を考察する

4 チームを成功に導くぶれない軸をつくる
■
■
演習 過去を振り返り、リソースを見つけ出す
■
演習 五感を活用してチームが成功した未来を創造／想像する
■
演習 捨てたいモノの見方や行動パターンを見出す
■
演習 新しく獲得するモノの見方や行動パターンを見出す
■
演習 組織にとってのバリューと自分にとってのバリューを見出す

メンバーの固定的なものの見方を変え、行動を変えるスキル
■
演習 思い込みを解消させるコミュニケーションスキル
■
演習 複眼的な見方を創りだすコミュニケーションスキル
■
演習 相手の深層意識を活かすコミュニケーションスキル

※内容は変更される場合があります。
また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

チームビルディング入門セミナー
講師紹介

（敬称略）

深代 達也

中島

一般社団法人日本能率協会 講師
米国NLP協会認定 トレーナー
米国REMO認定 HealthRhythmsファシリテーター
DiSC公認インストラクター
Ocapiプラクティショナー

一般社団法人日本能率協会 専任講師
元 立命館大学大学院 経営管理研究科 客員教授
リーダーシップ・チャレンジ 認定マスター（日本初）
NLPカリフォルニア研究所認定 NLPコーチ

克紀

参加者の声 ・普段、仕事をやらされていると感じている人も考え方を変えることで、意欲的に目標を持って仕事ができるように考えさせられる
セミナーです。(情報通信 係長クラス)

・後輩指導やプレゼンテーションなど対人コミュニケーションのキホンとなる内容です。 (製造業 係長クラス)
・自分のものの見方を変えて行動を変えることができるセミナーです。 (情報・通信 係長･主任クラス)
・日々の業務はもちろん、人と関わる全ての場面で実践できる内容です。 (地方自治体 一般社員クラス)

お申込みについて

1

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 チームビルディング入門 または
セミナーID（半角数字） JMA 100240

スマートフォン
タブレットから

で検索

（※JMAと数字との間に半角スペース）

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）
一般社団法人日本能率協会法人会員
会

員

外

104,000円/1名
125,000円/1名

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）

TEL：03（3434）6271

JMAマネジメントスクール
電話受付時間

月〜金曜日9:00 〜 17:00

メール：seminar@jma.or.jp

※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。

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。
東京

経営・人材革新センター

大阪

関西事務所

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。

ただし祝日を除く

FAX：03（3434）5505

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

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
（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 24 名（参加人数が4名に満たない場合は、延期もしくは中止にさせて
いただく場合がございます。）

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

