
＊　会場はすべて群馬県勤労福祉センター会議室（前橋市野中町361－2）です。

Ｎｏ. セミナー名　&　講師 内容

1 4/7 （火）コミュニケーション力をアップさせる新入社員研修 会員 5,500 円

　　シモンズ・コンサルティング代表　　下 美知也 一般 6,600 円

2 4/8 （水）新入社員研修 ～仕事の基本と心構え～ 会員 8,000 円

　　（株）シイビイシー　　小玉 亜衣 一般 11,000 円

3 4/9 （木）新社会人のためのコミュニケーション入門コース 会員 8,000 円

　　日本生産性本部　　星名 英樹 一般 11,000 円

4 6/11 （木）実践型問題解決セミナー 会員 8,000 円

　　日本生産性本部　　桶川 啓二 一般 11,000 円

5 6/１５ （月）若手社員活性化コース 会員 8,000 円

　　日本生産性本部　　日野原 寿美 一般 11,000 円

6 6/24 （水）若手社員ステップアップ 会員 8,000 円

　　（株）シイビイシー　　小玉 亜衣 一般 11,000 円

7 6/26 （金）職場のメンタルケア・マネジメント基礎＋実践 会員 8,000 円

　　日本生産性本部　　三浦 哲 一般 11,000 円

8 6/13  （土）キャリアコンサルタント養成講座 会員 326,400 円

～ （群馬講座：第5期）　＊ 全12回 一般 384,000 円

8/23 （日）　　日本生産性本部　　栗林 裕也 ＊ 申込同時入会可

9 7/10 （金）成果を出すための部門目標・個人目標の考え方 会員 8,000 円

　　（株）シイビイシー　　小玉 亜衣 一般 11,000 円

10 7/17 （金）新人・若手社員を育てるスキルアップ 会員 8,000 円

　　日本生産性本部　　平賀 尚喜 一般 11,000 円

11 7/20 （月）新入社員フォローアップ研修 会員 5,500 円

　　シモンズ・コンサルティング代表　　下 美知也 一般 6,600 円

12 8/20 （木） ＊ 生産性向上支援訓練受託事業 会員 5,500 円

8/21 （金）組織力強化のための管理（２日間） （会員昼食付）

　　(有)アイルインターナショナル代表　　石川 歩 一般 5,500 円

13 9/4 （金）仕事に活かせる交渉術習得セミナー 会員 8,000 円

　　日本生産性本部　　栗林 裕也 一般 11,000 円

14 9/5 （土）キャリアコンサルタント更新講習 会員 未定

　　日本生産性本部　　栗林 裕也 一般 未定

15 9/16 （水）中堅社員セルフドライビングセミナー 会員 8,000 円

　　日本生産性本部　　平澤 允 一般 11,000 円

16 9/17 （木）職場を活き活きさせる５Ｓセミナー 会員 8,000 円

　　(株)ＣＲＩ中央総研 常務取締役　　福本 和章 一般 11,000 円

５Ｓはなぜうまくできないのか、取り組む目的
は何か、何をすれば良いのか・・・に気づいて
いただきます。

若手社員が今後さらに大きく成長するために、
いったん立ち止まって仕事の基本を学び、自ら
の課題を認識していただきます。

「基礎知識」から「実践」まで、行動科学やカ
ウンセリング心理学などの理論を背景にプログ
ラムをすすめます。

職場で実際に活用できる問題解決の思考プロセ
スを身につける。1か月後の振り返りでフィー
ドバックします。

多彩な演習を通じて”気づき”をご自身のもの
にしていただきます。自らの気づき体験型研修
です。

講師に定評あり。試験合格まで徹底対策、スキ
ルアップ支援も充実、キャリア形成もフォロー
いたします。

正しい「目標設定」ができていますか？「目
標」は達成されましたか？問題解決の手段を習
慣化しましょう。

新人を上手に受け入れ、今いる若手を育成する
ための4つの指導スキルを実践的に身につけま
す。

実務経験を積んだからこそ、さらに深く考え学
ぶことができます。基本の復習と振り返りで
しっかり身につけます。

「活力ある組織をつくり、職場を強くする・・
組織を目標に向かって進める「攻め」のリー
ダーシップを養います。

「交渉ゲーム」「プロセス」「戦略」「スキル
と知識」‥アサーションを学び、価格交渉から
社内交渉まで‥段違いの交渉スキルを習得しま
す。

2020年度 
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社会人としての心構え、仕事の基礎知識、ビジ
ネスマナーを養成します。『下』流の熱血指導
です。

これからの長い年月、どう働くかを考える契機
とするため、「仕事の基本と心構え」「社会
人、組織人としての行動基準」を学びます。

聴く・話す・書く－新入社員のコミュニケー
ションの強化に的を絞ったセミナー。
職場ですぐ活用いただけます。

質の高いクライエント理解に資する対面カウン
セリングの基礎技法を習得し、実践現場での活
用につなげます。

会社、現場の中核として求められるセルフマネ
ジメント、臨機の対応が成否を分ける・・・課
題解決力を高めます。



Ｎｏ. セミナー名　&　講師 内容

17 10/14 （水）改善”応用”セミナー 会員 7,000 円

　　東澤 文二 一般 10,000 円

18 10/15 （木）戦略的リーダー養成セミナー 会員 8,000 円

　　(株)ＣＲＩ中央総研 常務取締役　　福本 和章 一般 11,000 円

19 １０/未定 ロジカルシンキング研修 会員 8,000 円

　　(有)アイルインターナショナル　　東　一秀　　 一般 11,000 円

20 11/10 （火）ダイバーシティ・マネジメントセミナー 会員 8,000 円

　　日本生産性本部　　星名 英樹 一般 11,000 円

21 11/11 （水）部下育成のステップアップ・プランを考える 会員 8,000 円

　　（株）シイビイシー　　小玉 亜衣 一般 11,000 円

22 12/4 （金）労使交渉・協議に役立つ賃金対策講座 会員 8,000 円

　　日本生産性本部　　大西 孝治 一般 11,000 円

23 １/２２ （金）ファシリテーションセミナー 会員 8,000 円

　　(有)アイルインターナショナル　　（講師未定） 一般 11,000 円

24 ２/未定 人前で話す・教える技術（基本編＋実習編) 会員 8,000 円

　　日本生産性本部 主席経営コンサルタント　寺沢 俊哉 一般 11,000 円

25 3/4 （木）コーチング・ＯＪＴ実践コース 会員 8,000 円

　　日本生産性本部　　三浦 哲 一般 11,000 円

26 3/10 （水）新人指導チューター養成セミナー 会員 8,000 円

　　日本生産性本部　　星名 英樹 一般 11,000 円

27 3/未定 コミュニケーション力をアップさせる新入社員研修 会員 5,500 円

　　シモンズ・コンサルティング代表　　下 美知也 一般 6,600 円

費用：　基本パック　6万円～

（事前ヒアリング、面談5人、レポート作成、施策提案含む）

　『 モノづくり現場改善塾 』

費用：　300,000円（税別）

    ▷ 半日コース　　事前ヒアリング1回（無料）＋　現場診断『 1回（無料）＋ 10回（３時間）』

    ▷ １日コース　　事前ヒアリング1回（無料）＋　現場診断『 1回（無料）＋　6回（５時間）』

座学研修と工場訪問の両輪を回し、現場改善を！！

＊ 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。

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
を実践的に学びます。

「教える」ことの目的とポイント、「部下に考
えさせ、納得させる」マネジメント、個人面談
の習慣化。

会議の成否は「ファシリテーター」にあり。
「司会進行役」ではなく、”意見”を”創造”
に変え、価値を生み出す。

人前で３０分から１日程度、何かを教えたり伝
えたりする際に必要な、研修の進行・企画方法
を身につけます。

心理学や行動科学の理論をベースに、部下の考
えを上手く引き出し、行動に結びつけるための
ポイントを学びます。

「計画指導」と「機会指導」の両面から、場当
たり的ではなく、新人を動機づける支援・指導
のポイントを学びます。

社会人としての心構え、仕事の基本知識、ビジ
ネスマナーを要請します。『下』流の熱血指導
です。

　『 専門カウンセラーによる社員面談サービス 』

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。

「カイゼンじゃ－！！」。今回は初めての応用
編です。カイゼンのレベルアップ・ノウハウを
伝授します。

苦手なＰＤＣＡを有効なツールに変え、新たな
課題に挑戦するリーダーを目指します。

論理的思考を高める代表的な演習を体験。取引
先や上司を納得させられる文書作成や主張がで
きる手法を学びます。

演習を通じ、異なる個性を受け入れる受容力
と、幅広い人材を活かす対応力を高めます。

日程 受講料


