仕事の生産性を高める実践力が身につく！

1日

図解による
16「課題と思考の整理術」入門セミナー
思考力強化

ねらい
●こんな壁にぶつかってしまったことはありませんか？
「時間をかけて考えたのに、結局コトが上手く進まない」
「資料を何度も作り直すハメになり、残業が続いてしまう」
「自分のアイデアを通したいのに、相手との会話がうまくかみ合わない」…
仕事の経験値を積み重ねていく中で仕事の生産性は高まることも多い一方で、数
学や物理の公式や英文法のように、仕事上でつかえる公式やショートカットを覚える
ことで業務の生産性が飛躍的に伸びることがあります。
その公式やショートカットにあたるのが「図解思考」
です。図解の本質を理解するこ
とで、仕事の処理速度は何倍にも早くなります。
本セミナーは多忙のなかで脳の汗をかいている方が効率よく自分の考えをまとめ
たり、問題をみつける、コミュニケーション向上のスキルを習得します。

対

100167

セミナーID

講 師 松島 準矢
株式会社ハイブリッドコンサルティング COO

森

英治

株式会社ハイブリッドコンサルティング トレーナー

定

員

30名

プログラム

（昼休み12:30 ～ 13:30）

10:00

ねらい

1.「図解」
とは何か?

•図解＝綺麗に絵を描くことではない
•思考の基本パターンとは
•フレームワークの活用

2. 効率的なアイデアの洗い出し方

講

定

対

プログラム

•問題解決の基本パターン

•正しく現状を把握するためのルール

4. 効率よく・ヌケモレなく考えるために

１日

•戦略的とは

•戦略的意思決定のプロセス
ステップ 1 ：現状把握
3. ■

ステップ 2 ：選択肢の検討
4. ■

象

•選択肢を検討する際に必要な観点

ステップ 3 ：判断基準の明確化
5. ■

•判断基準を決める際に必要な観点

56,100円／ 1名

上

68,200円／ 1名

記

会

員

外

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※昼食の提供はございません。
（各自でご用意ください）

•参考となる考え方やフレームワーク
•意思決定と実行計画の際に必要な観点
•参考となる考え方やフレームワーク
ステップ 5 ：意思決定の振り返り
7. ■

•意思決定を振り返る観点

•参考となる考え方やフレームワーク

•相手のタイプをパターン化する：コミュニケーションマトリクス
•資料の作成方法をパターン化する：資料をスッキリ、相手に合わせて見せる方法

17:00
※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。

～アイデアを増やし、的確な判断を下せるようになる～

2日間

151013

セミナーID

若手・中堅社員のための
発想力・判断力養成セミナー

17
ねらい

講

師

定

員

② 発想力・判断力を強くすることが、ビジネスの場面で実際にどのように活かせるか
を演習を通じて実践的に学びます。

藤原 貴也

30名
（昼休み12:30 ～ 13:30）

１日目

時間
10:00

■ オリエンテーション

•発想力とは、判断力とは

③ 発想力と判断力を養成することにより、主体的に動き、自己実現ができるビジネス
パーソンになることを目指します。

発想力編
1. さまざまな発想手法
•アイデアのつくり方
•9 チェックリスト※1

対

象

演習
■

3. チームでアイデアを考える

演習
■

4. 発想を妨げる要因
※1）9 チェックリスト：アイデアの発想時に有効な 9 つの視点

10:00

判断力編
※2
•Pros Cons
（プロコン）
•目的、目標、相手の立場

114,400円／ 1名

上

137,500円／ 1名

記

会

•ペイオフマトリックス

員

外

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※昼食の提供はございません。
（各自でご用意ください）

演習
■

•優先順位のつけ方
•さまざまな判断基準

2. マトリックスを活用する
○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。

•意思決定マトリックス

3. チームでアイデアを選ぶ

•リスクマトリックス

演習
■
演習
■

4. 判断を誤らせる要因
■ まとめ
17:00

56,100円／ 1名

上

68,200円／ 1名

会

員

外

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※昼食の提供はございません。
（各自でご用意ください）

9. 総合演習 ～ケーススタディ～
10. 実践演習 ～自身の状況での実践～

17:00

※2）Pros Cons（プロコン）：アイデアの判断時に有効なフレームワーク

※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。

①現状把握

②選択肢の
検討

③判断基準
の明確化

～大局・全体像・根本を捉える ～

セミナーID

複雑な課題を解決する
19「システム思考」入門セミナー
ねらい
「分かっているのに行動できない」
「努力をしているのに望ましい結果が出ない」
「メンバーの主体性や創造性が十分に発揮されていない」
「他部署とも連携した全体最適が実現できていない」…
事業環境の変化が早く複雑な問題が増える中、迅速かつ根治治療的な問題解決が
求められています。根本的な解決へと導くためには、経営から現場まで一人ひとりが
大局の流れ・全体像を見据える必要があります。フローを俯瞰することで、環境の
変化にいち早く対応しながら自立的に学習し、深化し続ける強い組織、つまり
「学習
する組織」
となるのです。
この中核的な能力として、
「システム思考」が注目されています。システム思考とは、
複雑な状況下で変化にもっとも影響を与える構造を見極め、さまざまな要因のつな
がりと相互作用を理解することで、真の変化を創り出すための理論と方法論です。
本セミナーでは、システム思考の基本的な理論を学び、比較的起こりがちな問題の
構造について、対応する
「システム原型」
を用いながら実践的な習得をします。そして、
現実課題について、システム思考の型を活用し、新しい気付きを得ることを目標と
します。

対

講

⑤意思決定の
振り返り

師

江口

潤

定

員

25名
（昼休み12:00 ～ 13:00）

１日

時間
10:00

100238

有限会社チェンジ・エージェント

プログラム
1. 導入
•セミナー概要紹介
•チェックイン
（自己紹介・参加意図の共有）

2.「システム思考」の紹介
•システム思考の概要
•システム思考ツールの使い方
グループ対話
■

3.「システム思考」の事例紹介①
•大手化学メーカーの事例紹介
グループ対話
■

象

4. システムの「型」紹介①
•システム原型「問題のすり替わり」

5. システムの「型」
を使った対話
個人ワーク ■
グループワーク ：プロセスの振り返り
■

会期・受講形態（会場）※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

•システム原型のプロセスと意味合いについて解説

2022年10月13日
（木）※オンライン
2023年 2月10日
（金）※オンライン

参加料（税込）

6.「システム思考」の事例紹介②
•シェアリングエコノミーの事例紹介

56,100円／ 1名

上

68,200円／ 1名

会

7. システムの「型」紹介②

○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。

日本能率協会法人会員
記

④意思決定と
実行計画

※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。

●経営企画部門、人事・組織開発部門等の管理者・スタッフの方
●事業部門、職場のマネージャー、リーダーおよびその候補者
● 研究開発、商品開発、技術開発等企画部門のリーダー、スタッフの方

■ 1日目
（発想力編）の振り返り
1. さまざまな判断手法

日本能率協会法人会員
記

8. 意思決定における陥りがちな問題点と対策

○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。

員

外

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※昼食の提供はございません。
（各自でご用意ください）

•システム原型「成長の限界」

8. 振り返り＆まとめ
17:00

•チェックアウト
（感想のシェア）

※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。

２０２２年度（盛夏号）

２０２２年度（盛夏号）
22

２日目

時間

2022年11月10日
（木）
～11日
（金）※オンライン
2023年 3月 9日
（木）
～10日
（金）
※オンライン

日本能率協会法人会員

•マンダラート

2. 考え方を変える

17:00

参加料（税込）

演習
■

•視点・視野・視座
•鳥の目、虫の目、魚の目
•二項対立・対称概念
•リフレーミング

●業務上の課題に遭遇した際、良い解決策が思い浮かばず悩むことが多い方
●意思決定するスピードと質を高めたい方
●自分のアイデアを形にし、適切な判断のもと、業務を進めていきたい方

会期・受講形態（会場）※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

•ブレインストーミングとその応用技法
•ブレインライティング
•アナロジー

参加料（税込）

1日

株式会社チアーズコンサルティング
代表取締役社長

プログラム

① 自分の発想力・判断力の現状を知り、それぞれの力を強化する方法を学びます。

■
演習

ステップ 4 ：意思決定と実行計画
6. ■

5. マトリクス思考

日本能率協会法人会員

■
演習

•参考となる考え方やフレームワーク

2022年10月19日
（水）※オンライン
2023年 2月 8日
（水）※オンライン

•解決したい物事をヌケモレなく整理する切り口

○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。

■
演習

•現状を把握する際に必要な観点

•優先順位設定のコツ

参加料（税込）

1. オリエンテーション
2.“戦略的”
な意思決定とは

会期・受講形態（会場）※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

•ヌケモレをなくす図解思考：MECE

2022年10月25日
（火）※オンライン
2023年 1月24日
（火）※オンライン

（昼休み12:00 ～ 13:00）

時間
10:00

●より適切で納得性の高い意思決定をしたい方
●より戦略的な観点で意思決定を行いたい方
●事業や業務に対して影響度の高い意思決定を行っている方

3. 問題解決の基本と現状把握

会期・受講形態（会場）※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

30名

員

•参考となる考え方やフレームワーク

•効率的なアイデアの洗い出し方とは？

象

藤原 貴也

師

株式会社チアーズコンサルティング
代表取締役社長

•アイデア出しの基本ルール

●図解で自分の考えや、問題を整理したり、相手に分かりやすく伝える方法を
学びたい若手・中堅社員の方
●図解を用いた思考方法を身につけたい方
●今まで分かりやすいビジネス文書や企画書の作り方を学んだことがなく部下や
後輩にうまく指導できない方

150838

セミナーID

「“戦略的”意思決定力」
18 強化セミナー
ビジネス環境は、以前より複雑で先行き不明瞭になり、変化のスピードも速くなって
います。それに伴い、管理職や担当者に対する権限移譲も進み、責任の重さや、意思
決定の難しさも増してきています。
そのような環境下で、より適切で、より納得性の高い意思決定を行うには、収集
された情報をもとに
“考え抜くこと”
しかありません。意思決定が戦略的であることで、
ビジネスの成果はより確度を増していきます。
本セミナーでは
“戦略的な観点”
を加えた、より良い意思決定を行うために必要な
思考法や具体的な意思決定のステップを学びます。

１日

時間

戦略的な観点を加えた“意思決定”プロセスを習得するプログラム

1日

23

