大阪 開 催 の ご 案 内
「できる秘書の仕事術」を学び、実務に活かす！

秘書・アシスタント業務
基本セミナー

開催日時

講

師

2021年 5月12日（水） 各回とも
2021年10月 8日（金） 10：00〜17：00
2022年 2月 4日（金）
森本

曜子

（有）プランニングCan Do 代表取締役
東海ラジオ放送 パーソナリティ ／ 大同大学 客員教授

■セミナーのねらい
秘書やアシスタントの仕事は、上司が仕事に集中できるよう黒子に
徹してサポートする大切な仕事です。上司の意図に沿った対応力、テキ
パキと事務作業をさばく力、臨機応変の判断力などが求められます。
本セミナーでは、秘書やアシスタントの業務に行う上で必要なスキル
を、仕事への向き合い方や人柄の大切さも含め、明るく楽しい雰囲気の中
でお伝えして行きます。

■ 本セミナーで得られること

参加対象

・はじめて秘書業務やアシスタント業務を経験される方
・秘書業務の基本を身につけたい方
・総務・営業などで秘書的業務をしている方々
・秘書の仕事術を仕事に取り入れたい方
会

場

参加者の声
・秘書になって間もない方、秘書の心構えから学びたい方におすす
めです（大阪府）
・独学でやっていた秘書業務が正しいかどうか確認できた（愛知県）
・初心を思い出し、やる気がアップします。すぐに実践に役立てるこ
とができます（大阪府）
・課題を見つけ出せるプログラム
（実践＋フィードバック形式）が大い
に役立った（大阪府）
・他社の秘書の方とお話しでき、とても参考になった（滋賀県）

1．秘書・アシスタントに求められる理想の仕事スタイル
2．お客様からの好感度を上げるビジネスマナー
3．要件をコンパクトに正確に伝える方法
4．上司と企業をイメージアップするコミュニケーション
5．参加者どうしの「工夫」と「気づき」の情報交換

・人からの見られ方を意識することを学べる自己紹介がとても役に
立った（広島県）
・秘書のあり方を学べ、また自分が他者からどう見えるかがわかり、
勉強になった（長野県）

プログラム

10：00〜17：00 ＜昼食 １２:00〜１３:00＞

■ 秘書・アシスタントに求められる理想の仕事スタイル
・秘書・アシスタントの仕事とは
・あなたは自分の上司のことを、どれくらい知っていますか？
・あなたの会社のことを、改めて知りましょう

■「できる秘書」がやっている5つの心構え

■
演習

・常に一歩先をいく仕事をする「先を読む力」
・好奇心と探究心のアンテナを高く上げて、フットワークを
軽くする
・仕事にスピード感と確実性を持って、小さな仕事も正確に
大切にする
・コミュニケーション力を上げ、ネットワークを広げる
・記憶力と段取り力を武器にする

■「できる秘書」の段取り術

〜上司が働きやすい仕事の環境の作り方〜

日本能率協会 関西事務所 研修室
（大阪市北区・梅田）

■
演習

・口の堅い秘書・柔かい秘書の違い
・サポートのプロとしての立ち位置を知る
・「目配り」
「気配り」
「心配り」
・上司の時間・秘書の時間とは
・上司の仕事の仕分け人として
・気が利く「スケジュール管理」の進め方
・「情報の交通整理」で大切なこと

■「できる秘書」のマナー・接遇術

〜イメージアップで会社の好感度につなげる〜

■
演習

・相手の気持ちを引き寄せる「電話応対力」
・お客様にインパクトを残す「来客応対」
・席次へのご案内
・「尊敬語」
「謙譲語」
「ていねい語」をうまく使いこなす
・感謝を込めた「お礼状」の書き方
・見た目100％の身だしなみ
・「慶弔時」に関する大切な心遣い

■「できる秘書」のコミュニケーション術
〜どんな話も「相手に伝わってこそ！」〜

■
演習

・場の空気を読んだ「言葉遣い」
・要件をわかりやすく、コンパクトに伝える方法「PREP法」を使って
・「コミュニケーション」で大切な3つのポイント
・相手が求めているものを察知する「話の聴き方」
・「声」
「表情」
「アイコンタクト」を武器にする

■「かけがえのない存在」であるために

〜仕事をうまく進めるための知恵と工夫の共有〜■
ディスカッション

・自分がやっている仕事での「工夫」や「心がけ」
今日、学んだことを明日からの仕事にどの部分をどんなふうに変えて行くのか
明日からのあなたの指標にしましょう。

※内容は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

関 連
セミナー

さらなるスキル向上と視座を高める

秘書業務アドバンストセミナー
大阪開催： 2021年8月27日（金）／ 2022年2月25日（金）

詳しくは

JMAマネジメントスクール
https://school.jma.or.jp/

検

索

秘書・アシスタント業務基本セミナー
講師紹介（敬称略）

森本

曜子

㈲プランニング Can Do 代表取締役
プレゼンテーション・コミュニケーション研修講師
東海ラジオ放送／パーソナリティ
大同大学 客員教授

関連セミナー

福井県生まれ。
ジャスコ㈱（現イオン㈱）中部支社長の秘書を経て、放
送業界へ。
中部日本放送テレビ「ニュースワイド」でデビューし、
東海ラジオ放送をはじめ名古屋各放送局のテレビ・
ラジオ番組に多数出演。
現在は、
「仕事の9割は全て人とのコミュニケーション
から。どんな事も自分の思いが相手に伝わってナンボ！
伝わってこそ、
売り上げに通じる」をモットーに、
コミュニ

詳しくは、
セミナーID（半角数字） JMA 100203

■ 秘書業務アドバンストセミナー

開催日：2021年 8 月27日（金）
2022年 2 月25日（金）
時 間：10：00〜17：00

ケーションやプレゼンテーションの講師として数多くの
研修を行っている。
研修を担当したメガバンクの支店では、接客マナー順
位が全国444位から第4位に急上昇するなど、実績が
出る研修を行っている。
また、東海ラジオ放送の番組「らじおガモン倶楽部」に
パーソナリティとして出演中。
〔主な著書〕
『 一瞬で場をつかむ!
プレゼン 伝え方のルール』
（同文舘出版）

【参 加 対 象】

・秘書経験1年以上の方
・秘書業務能力のブラッシュアップを
はかりたい方
・プロフェッショナルな秘書を目指す方

【ね ら い】
『基本的な秘書の仕事は一通り経験しているが、さらに能力を高め、仕事の質をレベルアップさせたい』
と考えている秘書の方々のためのセミナーです。
企業における秘書部門の位置付け、秘書の役割を再認識することにより、仕事の中における判断力を
高めます。また上司の補佐役としてどのようなことに気をつけるべきか、秘書のキャリアにおいて、一段上の
レベルアップに必要な能力は何かを考え、情報交流や事例研究を通じて、知識と技術を身につけます。

お申込みについて

1

【プログラム】
秘書業務について改めて振り返る 〜秘書に必要な能力とは？〜
・組織の考え方・理念を実践しているか
・上司の役割を理解し、組織に貢献する

秘書としてのコミュニケーションスキルを高める

・上司に対しての「心理上の補佐」
■実習・ディスカッション
(1)上司をよりよくサポートするために ― まず、自己理解する
(2)上司をよりよくサポートするために ― 上司を理解する
(3)ストレス・マネジメント
・人に対しての気配り・心配り

日常業務における考え方・進め方をブラッシュアップする
・このようなときにどうするか
・考え方・対応力の強化

■事例研究・ディスカッション

まとめ 〜能力とキャリアをより向上させるために〜
・多様な「秘書」のキャリア形成

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

セミナーID（半角数字）

で検索

JMA 秘書基本

または

JMA 100564

で検索

2
スマートフォン
タブレットから

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（03-3434-6271）にてお問合せください。

参加料 （消費税込）

ご注意

一般社団法人日本能率協会法人会員
会

員

外

49,500円/1名【税込】
55,000円/1名【税込】

※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/

・参加申込規定はお申込ページにございますので、ご確認・同意の上、お申込
ください。
・同業他社からのご参加はお断りする場合があります。
・参加者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。

申込に関する問合せ先 参加証・請求書、キャンセル・変更 等

JMAマネジメントスクール

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。
開催15日前(開催初日を含まず起算) 〜開催8日前････････････････参加料の10％
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あるいはFAXでご連絡ください。）

TEL：03（3434）6271

電話受付時間 月〜金曜日9:00〜17:00 ただし祝日を除く
メール：seminar@jma.or.jp FAX：03（3434）5505

企画に関する問合せ先 プログラム内容、講師派遣、会員入会 等
本研修は、各社に講師を派遣して社内研修として開催できます。
研修プログラムは、各社の希望に合わせてカスタマイズしますので、社内研修を
ご検討の方はお気軽にお問合せください。

一般社団法人日本能率協会 関西事務所

会員制度のご案内
小会は法人を対象とした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。詳しくは関西事務所までお問合せください。

〒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
TEL：06（4797）2050（代表）／メール：jma-kansai@jma.or.jp

これから求められる経営モデルの提唱

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に

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。

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。

合わせた
1 プログラム内容

2

実践力のつく
演習

3 研修結果を
継続させる仕組み

4

多様な業界、
業種と交流

