電気は消えても仕事は消えない

大阪
開催

残業できない時代の

4倍速しごと術 実践セミナー
コンサルタントが実践する時短術を使い、最速で生産性を向上させる
開催日時

2020年 9月 3日（木）
2020年12月 8日（火）
※各回とも

会

場

日本能率協会 関西事務所 研修室（大阪市北区・梅田）

講

師

清水 久三子（しみず くみこ）

10:00〜17:00

株式会社 AND CREATE

参加対象
・残業できない中、仕事のスピードを上げたい方
・業務のボトルネックをなくし、生産性を向上させたい方
・時短術を身につけ、仕事の成果を上げたい方
・短時間で仕事を終わらせて、自分の時間を作りたい方

■ セミナーのねらい

■ ボトルネック
とは

長時間労働は日本全体の課題となり、各社が労働時間制限に取り組ん
でいますが、実際には仕事のやり方を変えない限り労働時間は減りま
せん。
本セミナーでは仕事の流れを、インプット・プロセス・アウトプットに
分け、その流れを妨げて仕事のスピードを遅くしてしまう「ボトルネック」を
見つけ出して解消していきます。外資系コンサルティングファームの人材
育成部門のリーダーとして、5000人のコンサルタントやエンジニアに
講師自ら伝えてきた4倍速しごと術のノウハウをお伝えします。

■ 5つの長時間
労働タイプ

①
振り回されタイプ
「忙しさ＝
必要とされている証」

③
過剰品質タイプ
「忙しさ＝
こだわりの結果」

1 長時間労働に陥りやすい5つのタイプ
■

2 生産性を妨げるボトルネックは何か？
■
・インプット、プロセス、アウトプットのボトルネックを
チェック

3「インプット」
■
のボトルネック解消方法
・4つのCで断捨離する
・仕事を再設定する
・やるべき課題を見極める
・リスクを予測する

参加者
の声

幅が広いが
ボトルネックにより
最大流量が制限される

■ 4倍速しごと術がもたらすメリット
❶
❷
❸
❹
❺

⑤
バリキャリタイプ
「忙しさ＝
有能の証」

プログラム

幅が広いが
ボトルネックにより
最大流量が制限される
ボトルネック
幅が狭いため流量が
制限される

②
熱中タイプ
「忙しさ＝
情熱・生きがい」

④
抱え込みタイプ
「忙しさ＝
任せられない結果」

代表取締役

大手アパレル企業を経て、外資系コンサルティングファームに入社。
新規事業戦略立案・展開支援、コンサルタント育成強化、プロフェッショナル人材制度
設 計・導入、人材開発 戦略・実 行支 援などのプロジェクトをリードし、企業 変革 戦略
コンサルティングチームのリーダー、研修部門リーダーを務める。
プロジェクトマネジメント研修、コアスキル研修、リーダー研修など社内外の研修講
師を務め、延べ1000人のコンサルタントの指導育成経験を持つ「プロを育てるプロ」
として知られている。
主な著書：
「プロの資料作成力」
「プロの課題設定力」
（全て東洋経済新報社）
「外資系コンサルタントのインパクト図解術」
（中経出版）
「ロジカルライティング」
（日経ビジネス文庫） 他

早くやるとアウトプットの質が上がる
仕事の速さは価値そのもの
早くやると疲れにくい
早い仕事は人間関係をよくする
早い仕事で人生が濃くなる

10 ：00〜17：00 ＜昼食時間 12：00〜13：00＞

4「プロセス」
■
のボトルネック解消方法
・品質の意識改革
・時間の意識改革
・会議の意識改革

過剰品質を洗い出す
スケジューリングと集中のコントロール
会議の設定と運営・定例会議の効率運営

5「アウトプット」
■
のボトルネック解消方法
・利害関係者をコントロールする
・相手の期待と変更への対応
・サービスレベルを合意する

6 総合演習
■
・業務棚卸と改善機会の抽出

・仕事に時間がかかっている要因として、自身が項目にあてはまるものが多く、問題を再認識できた。
・スケジューリングについて、今まで意識していなかった方法を知ることができた。
・利害関係マネジメントなど、すぐに実務で取り込みやすいテクニックが多く、おすすめです。
・過剰品質になっていないかなど、自身の業務を見直そうと思った。
・仕事の洗い出しや他業種の方との意見交換ができて、これから仕事に向き合う際に役立ちそうだ。

※プログラム内容・スケジュールは変更することがあります。

4倍速しごと術実践セミナー
清水久三子講師の担当セミナー
『課題設定力』。
それは、
「問題解決力」の上流に位置するスキル

ケーススタディで学ぶ
課題設定力養成セミナー

詳しくは、セミナーID（半角数字）

ID：100181
■ 課題設定力とは？
■ Step1 問題の明確化
■ Step2 原因を分析する

参加者自身が自ら課題を設定できるようになり、
問題解決を図れるようになることをねらいにして ■ Step3 課題を設定する
います。

ビジネス文書の書き方や文章力を向上させる

ID：100176

■ 通じる文章に必要な５つの力
■ 相手目線のメッセージを作りこむ
「説得力」
■ 相手に読む動機を与える「論理力」
■ 読みやすさと分かりやすさを
高める「伝達力」
相手に 分かりやすく 正確に 伝えるための
■ TPO に応じて表現を使い
ビジネス文書の作成の基礎を習得します。
分ける「適応力」
■ 推敲する眼を養う「修正力」
■ 総合演習

若手・中堅社員のための
文章力強化セミナー

お申込みについて

1

で検索

ID：150890

実践的フレームワークと
リーダーシップの発揮の仕方で学ぶ

■ 問題解決リーダーシップとは？
■ 利害関係者管理
（ステイクホルダーマネジメント）
■ リスク管理のプロセス
■ 問題解決へ向けたリーダースタイル
物事を進める問題解決の手法と人を巻き込み ■ 進捗確認方法
進めていくリーダーシップを同時に習得します｡ ■ チェンジマネジメント
（変更要求管理）
■ チームビルディング
■ 最終プレゼンテーション

リーダーのための
問題解決力向上セミナー

説得力のある 、 効果的な 資料作成の
ポイントを学びます

説得力を増す、効果的な
プレゼンテーション資料作成セミナー
資料作成の目的設定からメッセージ作成、
効果的な表現、ビジュアル上の工夫の仕方を
学びます。

ID：100174
■ 目的とゴール設定編
■ メッセージ＆ストーリー編
■ ビジュアル編
■ 総合演習（提案書の作成）

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）

JMA （6ケタのID）

JMA 4倍速しごと

または

JMA 100623

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 （消費税抜） ※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。
一般社団法人日本能率協会法人会員
会

員

外

51,000円/1名
62,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※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/

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。

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。）

ご注意
・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

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
〒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

