若手・中堅社員のための

【社会人基礎力】強化セミナー
〜 前に踏み出す力
■
会 期
■
東 京

■
名古屋

2020年 6月 4日（木）〜 5日（金）
10月12日（月）〜13日（火）
2021年 1月28日（木）〜29日（金）
2020年 7月14日（火）〜15日（水）
12月 3日（木）〜 4日（金）
2021年 3月 3日（水）〜 4日（木）

【時間】 各回とも 9：30〜17：00

期待される若手・中堅社員、チームリーダーに
求められるのは、問題・課題に対して当事者とし
て真摯に向き合う
「主体性」、メンバーや関係者
と協 働する「 働きかけ力」、成 果を出すための
PDCAを徹底する「実行力」。
本研修では以下の視点から若手・中堅社員の
「前に踏む出す力（アクション）」を鍛錬します。
◆JMAが開発した「社会人基礎力チェックチャート」
で、自分自身の社会人基礎力12の能力要素の
強みと弱みを可視化する
◆「主体性」
「働きかけ力」
「実行力」職場で求めら
れる使命と役割を可視化、再認識する
◆自分自身の将来像を描くとともに、今後3ヶ月〜
1年の「前に踏み出す力」のアクションプランを
作成・相互交流、
コミットする

■
会 場 日本能率協会 研修室（東京都 港区 芝公園）
■
対 象
・チームリーダーとして、メンバーを巻き込み成果を挙げる
ことが期待される方
・任された仕事は充分こなせるが、自分発信で仕事を創り
出すことを求められる方
・次期リーダー候補として、仕事の仕方をどう変えていけば
いいか知りたい方

■
講 師 船橋 正美

前に踏み出す力（アクション）

考え抜く力（シンキング）

〜一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力〜

主体性

〜疑問を持ち、考え抜く力〜

課題発見力

本セミナーでは、
「前に踏む出す力」
（アクション）
の3要素、
若手・中堅社員に求められる
『主体性』
『 働きかけ力』
『 実行
力』を重点に、業務遂行、問題解決場面での意識・スキル・
ツールを講義・ワークショップを通じて修得いただきます。

現状を分析し目的や課題を
明らかにする力

物事に進んで取り組む力

社会人基礎力チェックチャート

計画力

働きかけ力

課題の解決に向けたプロセスを
明らかにし準備する力

他人に働きかけ巻き込む力

実行力

チームで働く力
（チームワーク）
ストレスコントロール力

創造力

目的を設定し確実に行動する力

新しい価値を生み出す力

チームで働く力
（チームワーク）

〜多様な人々とともに、目標に向けて協力する力〜

発信力

自分の意見をわかりやすく伝える力

傾聴力

相手の意見を丁寧に聴く力

柔軟性

意見の違いや立場の違いを理解する力

情況把握力

自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力

規律性

社会のルールや人との約束を守る力

ストレスコントロール力

プログラム

一般社団法人日本能率協会
経営・人材革新センター 専任講師

経済産業省が主催した有識者会議により、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な
基礎的な力を「社会人基礎力(＝３つの能力・12の能力要素）」として定義したもの。

「社会人基礎力」とは

研修の特色

強化編 〜

1 若手・中堅社員として押さえるべき環境変化
■
（1）社会〜業界〜当社〜担当領域〜担当業務
（2）
「人生100年時代」に必要な「社会人基礎力」とは
（3）自己の「社会人基礎力」セルフチェック
〜これまでの 社 会人 生 活の 振り返りと強 化すべき行 動
習慣・能力の発見
■
「社会人基礎力」セルフチェック 相互インタビュー

2 なぜ、
「主体性」
を高めることが求められるのか
■
（1）
「主体性」を発揮する要素
（2）
「主体性」を高める「問題意識」の重要性
（3）問題認識のレベルの違いを振り返る
（4）問題を分割する、深堀する、改善意識とスキルが「主
体性」を高める
■
ワークショップ ケース討議：主体性発揮場面
■
ワークショップ 相互インタビュー：主体性発揮のTPO
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（出典：「人生100年時代の社会人基礎力」経済産業省）
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（昼食時間 12：00〜13：00）

2日目

3 なぜ、
「働きかけ力」が必要なのか
■

（1）組織、チームの構造と機能を再認識する
（2）
「働きかけ力」を高める「意識・日常業務」の重要性
（3）コミュケーションと論理性が「働きかけ力」を高める
■
ワークショップ ケース討議：ステークホルダーへの働きかけ
■
ワークショップ ロールプレイ：上司への依頼・説得

4「実行力」を強化するPDCAの原則
■

（1）PDCAの前提として必要な2つのW
（Why & What)
（2）PDCAを階層化し、マイルストーンでゴールを定義する
（3）
「主体性」と「働きかけ力」で「実行力」を高め成果を創出する
■
ワークショップ ケース討議：目標・計画設定

5 近未来を見据えた
■

明日からの行動計画を具現化する

『業務面・自己啓発面から考察する行動計画』

■
ワークショップ 個人ワーク：行動計画の策定
■
ワークショップ 相互インタビュー：コミットメント

■ 総括質疑・応答
※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。

若手・中堅社員のための
【社会人基礎力】強化セミナー
講師紹介（敬称略）

船橋 正美

1987年

社団法人日本能率協会入職

1992年

リエンジニアリング推進本部 マネジャー
業務改革・改善プロジェクトの調査、事業開発、教育業務を担当

2004年

公共体経営支援事業部 部長
学校法人経営支援センター センター長
行政改革、事務事業評価、自治体電子化調査等の事業開発、調査を担当
2010年以降は主として私立大学の経営改善、人事評価制度設計・運用等の調査・
教育にあたる一方、2015年より、企業管理者教育プログラム講師を兼任。

一般社団法人日本能率協会
経営・人材革新センター 専任講師

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
セミナーID（半角数字） JMA151332

スマートフォン
タブレットから

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

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。

ただし祝日を除く

FAX：03（3434）5505

※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。

キャンセル規定

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。

経営・人材革新センター

東京

名古屋

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またはファックスでご連絡ください。）

中部事務所

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

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

参加定員 30 名（開催地域により、定員が異なる場合がございます。）

（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。）

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

