4 時間×

3

回 コース

管理職の皆さま向け

管理職研修
～管理職に必須の3つの力～
管理職の課題を３日間で解決 ! 習得までをしっかりサポート!!
オンライン受講

No.

開催日時

第

1

7/15（木）

回

13：00～17：00

第

2

8/19（木）

回

13：00～17：00

第

3

9/14（火）

回

13：00～17：00

講 師

タイトル

部下が自律的に動くためのリーダーシップ研修

部下が主体的に成長するための部下育成研修

料

ご
案
内

会場受講

オンライン受講

成果を出すための「思考力・想像力・判断力」
向上研修
オンライン受講

会場受講

㈱ビジネスプラスサポート 代表取締役

大阪会場

講

会場受講

オンライン受講

＜略歴＞
大学卒業後、ソニー関連の人材育成会社にて、組織活性化の研
修業務に従事。独立ののち、2002年、株式会社ビジネスプラスサ
ポート設立。「輝く人財づくりを支援する」を理念に、人と組織が豊
かで幸せになることを実現するための研修・コンサルティングを、
これまでに約1,000社以上で展開。

受

会場受講

【第1回】
【第2回】
【第3回】

ふ じ い

み

ほ

よ

藤井 美保代氏

現在も管理職育成支援や業務効率化コンサルティング、資産価
値の高い組織実現に向けての人財開発指導を行っている。単な
るスキルや知識、ノウハウを教えるだけではなく、それらを根付か
せるために必要な姿勢や志からしっかり教える研修は、各地で高
い評価を得ている。ワーク・ライフ・マネジメントを実現する働き方
支援・コンサルティングに注力している。

アットビジネスセンター心斎橋駅前
大阪府大阪市中央区南船場4-4-21

TODA BUILDING心斎橋６Ｆ

会員…23,100円 一般…30,800円
会員…23,100円 一般…30,800円
会員…23,100円 一般…30,800円

※参加者１名様、消費税等・テキスト代を含む。
※一括申し込みによる割引はございません。
※ １回毎の請求になります。
※キャンセルはセミナー開催２営業日前の17時まで
にご連絡ください。それ以降のキャンセルは、
原則受講料全額をいただきます。

会員の方：入会時にご選択いただきました「口座振替」あるいは「お振込み」のどちらかのお支払い方法になります。
一般の方：お支払いに関するご案内をお送りいたしますので、セミナー開催４営業日前までにお振込みください。

１.弊社HPよりお申込みください。 https://www.rri.co.jp/seminar/onlinelive.html
２.お申込みの締切は、セミナー開催６営業日前の１７時です。
３.会場受講の方は、感染症対策のため、マスクの着用、受付での検温、ソーシャルディスタンス確保への
ご協力をお願いいたします。
４.新型コロナウィルス感染拡大の影響、または、諸般の事情により、オンライン受講・会場受講の開催形態を変更、
または中止とする可能性がございます。

新企画

りそな総研
セミナー

4時間×3回コース 第1回 管理職研修～管理職に必須の３つの力～

オンライン受講

■管理職の皆さま向け

大阪会場受講

効果的にリーダーシップを発揮することでチーム力を高めて一体感・連帯感を醸成する！

11
開催日
会場

部下が自律的に動くためのリーダーシップ研修
２０２１年７月１５日（木） １３:００～１７:００
会場受講

ディスカッション付・双方向型

部下が主体的に成長するための
部下育成研修

※オンライン受講ではZoomを使用します。
会場とオンライン上の受講者同士で画面共有・情報共有を行います。
参加方法の詳細は後日受講者本人宛にE-mailにて案内させていただきます。

ふ じ い

講師／ ㈱ビジネスプラスサポート 代表取締役
＜略歴＞
大学卒業後、ソニー関連の人材育成会社にて、組織活性化の
研修業務に従事。独立ののち、2002年、株式会社ビジネスプラ
スサポート設立。「輝く人財づくりを支援する」を理念に、人と組
織が豊かで幸せになることを実現するための研修・コンサル
ティングを、これまでに約1,000社以上で展開。

次回（第2回）開催のお知らせ
２０２１年８月１９日（木）
13:00～17:00

アットビジネスセンター心斎橋駅前
オンライン受講

4時間×3回コース

オンライン受講

み

ほ

会場受講

よ

藤井 美保代氏

現在も管理職育成支援や業務効率化コンサルティング、資産
価値の高い組織実現に向けての人財開発指導を行っている。
単なるスキルや知識、ノウハウを教えるだけではなく、それらを
根付かせるために必要な姿勢や志からしっかり教える研修は、
各地で高い評価を得ている。ワーク・ライフ・マネジメントを実現
する働き方支援・コンサルティングに注力している。

特色
多様な働き方が進む中、「リモートワークでは、リーダーシップを発
揮するのが難しい」「チームの一体感を醸成するのが難しい」など、
リーダーの悩みは多岐にわたります。
本セミナーでは、チームメンバー一人ひとりの強みを活かし、組織
の存在目的にコミットすることで、主体的、自律的に行動できるた
めの、上司のリーダーシップスタイルを事例や演習を交えてご紹

介し、自分らしいリーダーシップの発揮について考えます。
また、エンゲージメントの高いチームづくりのために必要な考え方
や方法について学ぶとともに、
モチベーション高く仕事に取り組む、自律型人財育成に必要な3つ
の力を醸成するためのポイントについて、演習を交えながら理解を
深めます。

カリキュラム
１．リモートワーク時代に求められる
リーダーシップ
（1）多様化する価値観とリーダー
シップの変遷
（2）変化激しい時代の
オーセンティックリーダーシップ
（3）多様化する働き方の中での
リーダーの悩み 【ワーク】
（4）自分らしいリーダーシップ
スタイルを考える 【個人演習】

ディスカッションへの対応について

受講料

２．組織風土とエンゲージメント向上の
ポイント
（1）やる気後進国日本
～燃えない心をどう燃やす？
（2）会社と個人の成長が
重なり合う職場づくり 【ワーク】
（3）組織風土は見えざる資産
～上司・リーダーの影響度を考える～
（4）エンゲージメントの高い
チームづくりのためにできること
（5） こんな場合どうする？
【ケーススタディ】

３．フィードバックと心理的安全が
機能する職場
（1）1on1ミーティングの中に見る「心理的安全」
（2）フィードバックと談論風発
（3）自分の強みを生かしたコミュニケーション
【ワーク】
（4）観察力・傾聴力・想像力を駆使する
４．部下が自律的に考え動く3つの力
（1）多様な人と協働し成果を出す（巻き込み力）
（2）多様な価値感を受入れ認める（受容力）
（3）自身の強みと可能性を信じて
一歩踏み出す（自律力）
（4）自律型人財を育成するためには？
【ワーク】
５．質疑応答

会場受講：ディスカッションは行わず個人演習となります。 オンライン受講：ディスカッションを行います。

会員…23,100円 一般…30,800 円

＊参加者１名様、消費税等・テキスト代を含む

会員の方：入会時にご選択いただきました「口座振替」あるいは「お振込み」のどちらかのお支払い方法になります。
一般の方：お支払いに関するご案内をお送りいたしますので、セミナー開催４営業日前までにお振込みください。
※キャンセルはセミナー開催２営業日前の17時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、原則受講料全額をいただきます。

ご案内

１.弊社HPよりお申込みください。 https://www.rri.co.jp/seminar/onlinelive.html
２.お申込みの締切は、セミナー開催６営業日前の１７時です。
３.会場受講の方は、感染症対策のため、マスクの着用、受付での検温、ソーシャルディスタンス確保へのご協力を
お願いいたします。
４.新型コロナウィルス感染拡大の影響、または、諸般の事情により、オンライン受講・会場受講の開催形態を変更、
または中止とする可能性がございます。

＜西日本セミナー問い合わせ先＞０６－６２５８－８８０６

りそな総研セミナー

新企画

りそな総研
セミナー

4時間×3回コース 第2回 管理職研修～管理職に必須の３つの力～

オンライン受講

■管理職の皆さま向け

大阪会場受講

多様な部下の個性を引き出し生かすための各人への関わり方を学ぶ

12
開催日
会場

部下が主体的に成長するための部下育成研修
２０２１年８月１９日（木） １３:００～１７:００

4時間×3回コース
次回（第3回）開催のお知らせ
２０２１年９月１４日（火）
13:00～17:00

アットビジネスセンター心斎橋駅前
オンライン受講

ディスカッション付・双方向型

会場受講

成果を出すための
「思考力・想像力・判断力」向上研修

※オンライン受講ではZoomを使用します。
会場とオンライン上の受講者同士で画面共有・情報共有を行います。
参加方法の詳細は後日受講者本人宛にE-mailにて案内させていただきます。

ふ じ い

講師／ ㈱ビジネスプラスサポート 代表取締役
＜略歴＞
大学卒業後、ソニー関連の人材育成会社にて、組織活性化の
研修業務に従事。独立ののち、2002年、株式会社ビジネスプラ
スサポート設立。「輝く人財づくりを支援する」を理念に、人と組
織が豊かで幸せになることを実現するための研修・コンサル
ティングを、これまでに約1,000社以上で展開。

オンライン受講

み

ほ

会場受講

よ

藤井 美保代氏

現在も管理職育成支援や業務効率化コンサルティング、資産
価値の高い組織実現に向けての人財開発指導を行っている。
単なるスキルや知識、ノウハウを教えるだけではなく、それらを
根付かせるために必要な姿勢や志からしっかり教える研修は、
各地で高い評価を得ている。ワーク・ライフ・マネジメントを実現
する働き方支援・コンサルティングに注力している。

特色
変化激しきVUCA時代、部下は一歩踏み出す自信と勇気を持てず、
立ちすくんでいる現状があります。
また、リモートワークや非接触重視の仕事の中で、周りとの直接的
な関わりが減ったり、毎日のタスクに追われ、不安や孤独感を感じ
て、仕事へのモチベーションが下がっている方も少なくありせん。
一方において、成長企業は人財育成を経営戦略として捉え、多様

な価値観をもつメンバーの力を結集するための様々な取り組みを
しています。この研修では、そのような状況を鑑みた上で、育成者
としての現状と課題を洗い出し、困難な状況を乗り越えられる人財
を育成するために必要なポイントを、ケーススタディや演習などを
交えながら、自身の部下に必要な育成方法について学びます。

カリキュラム
１．部下育成を取り巻く現状
（1）職場で起こっている部下育成の課題
（2）求められる「多様性を前提とした
部下育成」

２．育成者の現状と課題
（1）部下への関わりについて
戸惑っていること 【ワーク】
（2）部下育成の重要課題は
「部下をどれだけ知り、観察しているか」
・自己の「強み」と「課題」を知る 【ワーク】
（3）育成者としての7つの心構え
（4）部下指導・育成における
4つの基本ポイント

３．効果的な部下指導・育成を
実現するために
（1）部下のタイプに興味・関心を
持つことから 【個人演習】
（2）部下の発達度別指導・育成方法
（3）効果的な指示の仕方
（4）部下指導・育成のための
3つのスキル 【ワーク】

４．ケースで学ぶ！部下指導・育成方法
【ケーススタディ】
（1）こんなケースの場合どのように
指導するのか
①割り切った働き方をしたい
部下への対処法
②新たな仕事にチャレンジしてほしい
部下への対処法
（2）若手の傾向と指導法
５．部下育成が自己成長につながる
（1）信頼して仕事を任せる上での留意点
（2）生産性の高い仕事を実現する方策
（3）育成時間の確保の重要性
６．質疑応答

ディスカッションへの対応について

受講料

会場受講：ディスカッションは行わず個人演習となります。 オンライン受講：ディスカッションを行います。

会員…23,100円 一般…30,800 円

＊参加者１名様、消費税等・テキスト代を含む

会員の方：入会時にご選択いただきました「口座振替」あるいは「お振込み」のどちらかのお支払い方法になります。
一般の方：お支払いに関するご案内をお送りいたしますので、セミナー開催４営業日前までにお振込みください。
※キャンセルはセミナー開催２営業日前の17時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、原則受講料全額をいただきます。

ご案内

１.弊社HPよりお申込みください。 https://www.rri.co.jp/seminar/onlinelive.html
２.お申込みの締切は、セミナー開催６営業日前の１７時です。
３.会場受講の方は、感染症対策のため、マスクの着用、受付での検温、ソーシャルディスタンス確保へのご協力を
お願いいたします。
４.新型コロナウィルス感染拡大の影響、または、諸般の事情により、オンライン受講・会場受講の開催形態を変更、
または中止とする可能性がございます。

＜西日本セミナー問い合わせ先＞０６－６２５８－８８０６

りそな総研セミナー

新企画

4時間×3回コース 第3回 管理職研修～管理職に必須の３つの力～

りそな総研
セミナー
オンライン受講

■管理職の皆さま向け

大阪会場受講

正解のない時代、意思決定力を高め成果を上げる力を身につける

成果を出すための 「思考力・想像力・判断力」 向上研修

13
開催日
会場

２０２１年９月１４日（火） １３:００～１７:００

4時間×3回コース
前回（第2回）開催のお知らせ
２０２１年８月１９日（木）
13:00～17:00

アットビジネスセンター心斎橋駅前
オンライン受講

会場受講

ディスカッション付・双方向型

部下が主体的に成長するための
部下育成研修

※オンライン受講ではZoomを使用します。
会場とオンライン上の受講者同士で画面共有・情報共有を行います。
参加方法の詳細は後日受講者本人宛にE-mailにて案内させていただきます。

ふ じ い

講師／ ㈱ビジネスプラスサポート 代表取締役
＜略歴＞
大学卒業後、ソニー関連の人材育成会社にて、組織活性化の
研修業務に従事。独立ののち、2002年、株式会社ビジネスプラ
スサポート設立。「輝く人財づくりを支援する」を理念に、人と組
織が豊かで幸せになることを実現するための研修・コンサル
ティングを、これまでに約1,000社以上で展開。

オンライン受講

み

ほ

会場受講

よ

藤井 美保代氏

現在も管理職育成支援や業務効率化コンサルティング、資産
価値の高い組織実現に向けての人財開発指導を行っている。
単なるスキルや知識、ノウハウを教えるだけではなく、それらを
根付かせるために必要な姿勢や志からしっかり教える研修は、
各地で高い評価を得ている。ワーク・ライフ・マネジメントを実現
する働き方支援・コンサルティングに注力している。

特色
複雑性や不確実性の高い時代においては、「何が正解かわからな
い」、というシーンが多く存在します。これまでの既成概念や固定
観念に基づいて意思決定するだけでは、機会損失・チーム力低
下・周りに不信感を与えることにもなりかねません。最適な判断を
するためには、管理職が自らの視野を広げ、問題を発見し、解決
するために必要な「思考力・想像力・判断力」に磨きをかけることが

必要です。また、失敗から学び、周りの声に耳を傾けながら、自分
たちのやり方を変え続け、価値を創造する“アジャイル力”も欠か
せません。
本セミナーでは、３つの力を高めるための思考プロセスを身につけ、
実務で生かせることを目的に、ケーススタディや演習を中心に進め
ます。

カリキュラム
１．[考える力」とは

２．思考力：問題発見と論理的思考

３．想像力：展開を想像する

（1）自分の思考傾向を知る
【個人ワーク】
（2） 「創造的発想」と「論理的思考」の
バランス
（3）あなたの「思考力・想像力・判断力」
チェック 【チェックリスト】
（4）思考を訓練すれば仕事の
スピードと質が上がる
（5）思考の基礎になる7大意識

（1）問題と課題
（2）実践① 問題解決のプロセスを
学ぶ 【ケーススタディ】
（3）結果には必ず原因がある
（4）実践② 論理的思考を活用する
【ケーススタディ】

（1）展開を想像する力の重要性
（2）思考のクセを知る
（3）実践③ 自分の仮説と解決方法を
考える 【ケーススタディ】

４．判断力：対応力を上げて自主行動型へ
（1）優先順位づけでやるべき事を
明確にする
（2）実践④ 優先順位をつける
【ケーススタディ】
５．質疑応答

ディスカッションへの対応について

受講料

会場受講：ディスカッションは行わず個人演習となります。 オンライン受講：ディスカッションを行います。

会員…23,100円 一般…30,800 円

＊参加者１名様、消費税等・テキスト代を含む

会員の方：入会時にご選択いただきました「口座振替」あるいは「お振込み」のどちらかのお支払い方法になります。
一般の方：お支払いに関するご案内をお送りいたしますので、セミナー開催４営業日前までにお振込みください。
※キャンセルはセミナー開催２営業日前の17時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、原則受講料全額をいただきます。

ご案内

１.弊社HPよりお申込みください。 https://www.rri.co.jp/seminar/onlinelive.html
２.お申込みの締切は、セミナー開催６営業日前の１７時です。
３.会場受講の方は、感染症対策のため、マスクの着用、受付での検温、ソーシャルディスタンス確保へのご協力を
お願いいたします。
４.新型コロナウィルス感染拡大の影響、または、諸般の事情により、オンライン受講・会場受講の開催形態を変更、
または中止とする可能性がございます。

＜西日本セミナー問い合わせ先＞０６－６２５８－８８０６

りそな総研セミナー

