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講 座 

NO 
日 程 セミナー名 ＆ 講師 （会場：勤労福祉センター会議室）     

1 ４／ 4 
実践！新入社員研修 
シモンズ・コンサルティング代表 下 美知也 

開催済み 

2 ４／ 5 
新入社員研修～仕事の基本と心構え～ 
（株）シイビイシー 小玉 亜衣 

開催済み 
 

3 4／１２ 
新社会人のためのコミュニケーション入門コース 
日本生産性本部 星名 英樹 

開催済み 

4 4／２３ 
経営者のための人事評価・処遇制度の考え方・作り方 
（株）自主管理経営 代表 羽鳥 博樹 

開催済み 

5 5／１４ 
リーダーの仕事力を高める 7つの心理学 
キャリア心理学研究所 代表 宮城 まり子 

開催済み 

6 
5／ 
16，17 

新任営業担当者コース（２日間） 
日本生産性本部 平澤 允 

開催済み 

7 5／２7 
若手社員活性化コース 
日本生産性本部 日野原 寿美 

開催済み 

8 ６／ ６ 
労働時間管理のポイントと労基署調査への対応  
特定社会保険労務士、ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 薗田直子 

開催済み 

9 ６／ 7 
「1枚」フレームワーク講座 
（株）シイビイシー 代表 茂 則之 

開催済み 

10 6／２５ 
若手社員ステップアップ 
（株）シイビイシー 小玉 亜衣 

開催済み 

11 6／２６ 
職場のメンタルケア・マネジメント基礎+実践 
日本生産性本部 三浦 哲 

開催済み 

12 6／２７ 
ロジカルプレゼンテーションコース 
日本生産性本部 三浦 哲 

開催済み 

13 7／１９ 
自分中心心理学 
（株）シイビイシー 代表 茂木 則之 

開催済み 

14 7／２４ 
新人・若手社員を育てるスキルアップ 
日本生産性本部 平賀 尚喜 

開催済み 

15 7／２6 
新入社員フォローアップ研修 
シモンズ・コンサルティング代表 下 美知也 

開催済み 

16 
7／ 
30、31 

組織力強化のための管理（2日間） 
(有)アイルインターーナショナル代表 石川 歩 

開催済み 

17 
８／ 
２8、29 

管理・監督者のための実践セミナー（２日間） 
日本生産性本部 平賀 尚喜 

開催済み 

18 
９／ 

4、5 
リーダーシップ開発コース（２日間） 
日本生産性本部研修プロデｭーサー 楠 宏太郎 

開催済み 

19 ９／１３ 
職場のハラスメント防止と対策セミナー  
特定社会保険労務士、ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 薗田直子 

開催済み 

20 ９／２5 
仕事に活かせる交渉術習得セミナー 
日本生産性本部主席講師 栗林 裕也 

開催済み 

21 ９／２6 
中堅社員セルフドライビングセミナー 
 日本生産性本部 平澤 允 

開催済み 

22 ９／２7 
職場を活き活きさせる５Ｓセミナー 
㈱CRI中央総研部長コンサルタント 福本 和章 

開催済み 

2３ １０／２３ 
戦略的リーダー養成セミナー 
㈱ＣＲＩ中央総研部長コンサルタント 福本 和章 

開催済み 



 

講座 

NO 
日 程 

セミナー名 ＆ 講師 
（会場：勤労福祉センター会議室） 

内    容 受講料 

2４ １０／２４ 
ロジカルシンキング研修 
アイルインターナショナル 東 一秀 

取引先や上司を納得させられる文
書作成や主張ができる手法を学ぶ 開催済み 

2５ １１／２７ 
人事労務基礎セミナー 
日本生産性本部 村上 和成 

人事労務の全体像を把握、現在の
人事労務の諸問題・経営企画的役
割を学ぶ 

開催済み 

2６ １１／２８ 
改善基礎セミナー 
 東澤 文二 

「企業体質」の強化に不可欠な「地
道な改善」のノウハウを提供 開催済み 

2７ １１／２９ 
労使交渉･協議に役立つ賃金対策講
座 
 日本生産性本部 大西 孝治 

労使交渉・協議に向けて、自社の賃
金水準の検証と賃金支払能力の把
握に役立つ実務ポイントを学ぶ 

開催済み 

２８ １２／5､6 
品質管理実践（２日間） 
 群馬県中小企業診断士協会副会長 山口 敏通 

品質管理の考え方を理解し、ＱＣ
的問題解決による不良・クレーム
ゼロに必要な知識と技能を習得 

２日間：5,500 円 

※会員昼食付 

２９ １２／９ 
図解で読み解く財務分析基礎セミナー 
 日本生産性本部  檜作 昌史 

会社の数字の読み方を身につけ
る。演習を通じ財務分析指標や損
益分岐点分析の基礎を学ぶ 

会員:7,000 円 

一般:10,000 円 

30 １／１6 
中堅社員セルフドライビングセミナ
ー 日本生産性本部 平澤 允 

現場の中核として求められるセル
フマネジメント、課題解決力を高
める 

会員:8,000 円 

一般:11,000 円 

31 １／１7 
ファシリテーションセミナー 
(有)アイルインターナショナル代表 石川 歩  

｢司会進行役｣ではなく、“意見”を
“創造”に変える｢ファシリテー
ター｣ 

会員:8,000 円 

一般:11,000 円 

32 ２／１４ 
人前で話す･教える技術(基本編+実
習編)１日完全マスター 日本生産性本部

主席経営コンサルタント     寺沢 俊哉 

人前で３０分から１日程度、教え
たり伝えたりする際に必要な、研
修の進行・企画方法を身につける 

会員:8,000 円 

一般:11,000 円 

33 ２／１6 
キャリア理論をカウンセリングに活
かす(株)クレディーバ 代表 廣田 奈穂美 

各理論がキャリアカウンセリング
の中で、どのように活用されてい
るかを再確認する 

会員:8,000 円 

一般:11,000 円 

34 ２／１8 
ジョブ・カードに学ぶ人材育成のコツ 
 オフィスタヌマ代表 田沼 昇一 

国が提唱する無料のジョブカード
を上手に活用して、体系的な人材
育成のコツを学ぶ 

会員:5,000 円 

一般:8,000 円 

35 ２／１９ 
中堅社員ブレークスルー研修 
シモンズ・コンサルティング代表 下 美知也 

自律型社員、中堅社員としての現
場改善力と部下育成を身につけ、
意識変換を促す 

会員:8,000 円 

一般:11,000 円 

36 2／２０ 
新人指導チューター養成セミナー 
日本生産性本部 星名 英樹  

場当たり的ではなく、新人を動機
づける支援・指導のポイントを学
ぶ 

会員:8,000 円 

一般:11,000 円 

３７ 
2／ 
27、28 

成果を上げる業務改善（２日間） 
(有)アイルインターナショナル代表 石川 歩 

生産性向上に資する業務改善の目
的と必要性を理解し、改善の視点
と具体的な進め方を習得する 

２日間：5,500 円 

※会員昼食付 

38 ３／ ６ 
コーチング・ＯＪＴ実践コース 
日本生産性本部 三浦 哲 

部下の考えを上手く引き出し、行
動に結びつけるためのポイントを
学ぶ 

会員:8,000 円 

一般:11,000 円 

39 ３／１８ 
実践！新入社員研修 
シモンズ・コンサルティング代表 下 美知也 

社会人としての心構え、仕事の基本知識、
ビジネスマナーを養成します 

会員:5,500 円 

一般:6,600 円 

『専門カウンセラーによる社員面談サービス』(事前ヒアリング､面談５人､報告書作成､施策提案含む基本料金
６万円～)専門カウンセラーが、第三者として、社員が抱える不満を聞き、ストレスを軽減。社員が抱える不満を、
会社をより良くしたいと思う気持ちとして受け止めます。面談結果は、組織診断レポートとしてご報告します。 

『モノづくり現場改善塾』座学研修と工場訪問の両輪を回し、現場改善を！(事前ヒアリング 1 回(無料)+現場診
断 1 回(無料)+10 回(半日コースは、各回 3 時間)or6 回(1 日コースは、各回 5 時間)  費用 300,000 円(税別) 
※職業訓練に関連する助成制度(中小企業庁の専門家無料派遣制度、厚生労働省の人材開発支援助成金)があります。 

 


