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Ａ1 ○19日(木)

15：00～17：00（2時間）
人間関係を劇的に改善する
エニアグラム研修

Ａ2 ○17日(木)

10：00～12：00（2時間）
アドラーから学ぶすぐできる
職場コミュニケーション改善法

A4 ○6日(水)

15：30～17：30（2時間）
ロジカルコミュニケーションの基本
～一度でスッキリ分かってもらう話し方

Ａ3 ○24日(木)

10：00～12：00（2時間）
仕事がより上手くいくための意識改革・
マインドセット

Ｂ1 ○4日(水)

Ｂ6 ○15日(火)

Ｂ12 ○7日(木)

Ｂ3 ○10日(火)

Ｂ7 ○15日(火)

Ｂ13 ○14日(木)

Ｂ4 ○12日(木)

Ｂ8 ○22日(火)

Ｂ14 ○14日(木)

Ｂ5 ○12日(木)

Ｂ9 ○24日(木)

Ｂ15 ○19日(火)

Ｂ10 ○29日(火)

Ｂ16 ○26日(火)

Ｂ11 ○29日(火)

Ｂ17 ○26日(火)

C2 ○17日(木)

C4 ○12日(火)

C3 ○22日(火)

C5 ○12日(火)

10：00～17：00（7時間）
すぐに使える仕事の基本と
ビジネスマナーが身につく！新入社員研修

15：30～17：30（2時間）
部下のモチベーションを上げる面談

13：00～15：00（2時間）
仕事の漏れがなくなる時間管理＆
タスク管理セミナー
16：00～18：00（2時間）
出世する社員のビジネスメール

13：00～15：00（2時間）
意思決定力（前編）合意形成
15：15～17：15（2時間）
意思決定力（後編）決断力

15：30～17：30（2時間）
出世する社員が実践している仕事の進め方
15：00～17：00（2時間）
仕事が出来る人のプラスアルファのタイムマネジメント
～インバスケットだけではない！～

10：00～12：00（2時間）
入社3年目までに覚えたい文章作成スキル
14：00～17：00（3時間）
未来を切り開く
若手向けキャリアデザインセミナー

C1 ○25日(水)

10：00～12：00（2時間）
組織の価値づくりを創造する
チームビルディング

15：00～17：00（2時間）
部下マネジメントセミナー
～育成者にとって最も大切なこと～
18：30～20：30（2時間）
意欲溢れる社員の定着は管理職がカギ！
～指導＆育成の技術とは～

10：00～12：00（2時間）
印象を管理して自己演出する！
表現力向上講座
13：00～15：00（2時間）
仕事を任せてもらえる報告・連絡・相談のコツ
16：00～18：00（2時間）
YESと言わせるプレゼンテーション

18：30～20：30（2時間）
仕事に差がつく企画提案力

13：00～15：00（2時間）
ファシリテーション 前編
15：15～17：15（2時間）
ファシリテーション 後編

15：30～17：30（2時間）
働き方改革の中で求められる
組織マネジメントの基本
18：30～20：30（2時間）
任せる技術
～自分でやった方が早い病への処方箋～

C6 ○19日(火)

15：30～17：30（2時間）
新人リーダーのための人材指導スキル研修

D1 ○25日(水)

15：00～17：00（2時間）
社員の成長と会社の成長を両立させる！
教育体系の作り方と人財育成の秘訣

D2 ○7日(木)

15：00～17：00（2時間）
ストレスフリー職場の創り方
～３０年間 延べ1000人以上の部下で精神疾患０のマネジメント～

Ａ5 ○12日(木)

13：00～15：00（2時間）
女性活躍推進講座
～コミュニケーション編～

Ａ6 ○21日(火)

15：30～17：30（2時間）
『伝わらない』を１００%改善する！
伝える力向上セミナー

A8 ○4日(火)

18：30～20：30（2時間）
もしあなたがアドラーだったらどうする？
クレームを「信頼」に変えるコミュニケーション術

Ａ7 ○29日(水)

15：00～17：00（2時間）
自分も相手も、成果を上げるモチベーションUPとは〇〇だった。
～○○は、金銭的報酬以上に心理的効果がある～

Ｂ18 ○3日(火)

Ｂ24 ○2日(木)

Ｂ28 ○6日(木)

Ｂ19 ○5日(木)

Ｂ25 ○7日(火)

Ｂ29 ○11日(火)

Ｂ20 ○5日(木)

Ｂ26 ○24日(金)

Ｂ30 ○26日(水)

Ｂ21 ○10日(火)

Ｂ27 ○28日(火)

14：00～17：00（3時間）
なくてはならない人財になる
中堅向けキャリアデザインセミナー
15：30～17：30（2時間）
あなたも教え上手になれる！
教え方セミナー
18：30～20：30（2時間）
相手の納得を獲得する！
交渉力向上セミナー
15：30～17：30（2時間）
チームを動かす人の文章作成スキル

14：00～17：00（3時間）
質問力アップセミナー
～質問で部下の主体性を引き出す～

15：30～17：30（2時間）
目指せ達人！ 今すぐできる！
声だけで通じ合える電話応対術
10：00～12：00（2時間）
部下力を発揮して上司からの信頼を得る！
部下は知っておきたい「謝罪」と「感謝」のコツ

10：00～12：00（2時間）
相手の心を開かせる聴き方「傾聴力」

15：30～17：30（2時間）
中堅社員向けの問題解決
16：00～18：00（2時間）
今、組織に求められている価値
「ブランド力」の育て方・伝え方

18：30～20：30（2時間）
初心者でもできる伝わる！
仕事で活かす初級英会話

Ｂ22 ○12日(木)

15：30～17：30（2時間）
女性活躍推進講座
～キャリア形成編～

Ｂ23 ○24日(火)

15：30～17：30（2時間）
ロジカルシンキング

C7 ○3日(火)

C11 ○7日(火)

C13 ○6日(木)

C8 ○10日(火)

C12 ○24日(金)

C14 ○13日(木)

10：00～12：00（2時間）
働き方改革は、職場づくり・人づくりから
～形だけの管理・統制では変わらない！組織開発的アプローチ～

10：00～12：00（2時間）
「ブランドを継承する人」を育てる部下育成

18：30～20：30（2時間）
～あなたの部下を考動型人間に～
自ら考える部下の育て方
15：00～17：00（2時間）
結果を出すリーダー育成講座

C9 ○12日(木)

14：00～17：00（3時間）
部下を天敵ではなく強力な味方にする！
リーダーは知っておきたい部下のマネジメント術
16：00～18：00（2時間）
真のリーダーが行う話の聴き方、面談スキルとは？
～聴き方のプロは結果、部下力さえも上げる～

C15 ○19日(水)

18：30～20：30（2時間）
好かれるリーダーがもつ３要素・３法則

9：30～17：30（8時間）
1日で習得できる！
幹部・管理職向けマネジメント力向上研修

C10 ○24日(火)

18：30～20：30（2時間）
管理者向けストレスマネジメント
～メンバーがイキイキと働く職場つくり～

D3 ○28日(火)

D5 ○4日(火)

D4 ○29日(水)

D6 ○11日(火)

15：30～17：30（2時間）
知らないと怖い、会社経営の落とし穴
～従業員に対する安全配慮義務等の労務管理を中心に～

10：00～12：00（2時間）
経営成果と人財育成を両立させる！
人事評価制度の作り方

15：30～17：30（2時間）
企業が生き残るための人材育成力

18：30～20：30（2時間）
企業が生き残るための戦略策定力

D7 ○13日(木)

13：00～15：00（2時間）
【特別無料セミナー】広告費や営業コストを
かけずにできる中小企業のコンテンツマーケティング

D8 ○26日(水)

13：00～15：00（2時間）
人材育成につながる管理会計の考え方

Ａ1 ○11日(木)

A8 ○6日(火)

Ａ2 ○23日(火)

A4 ○20日(火)

18：30～20：30（2時間）
人間関係を劇的に改善する
エニアグラム研修
10：00～12：00（2時間）
アドラーから学ぶすぐできる
職場コミュニケーション改善法

10：00～12：00（2時間）
もしあなたがアドラーだったらどうする？
クレームを「信頼」に変えるコミュニケーション術

Ａ3 ○11日(火)

18：30～20：30（2時間）
仕事がより上手くいくための意識改革・
マインドセット

15：00～17：00（2時間）
ロジカルコミュニケーションの基本
～一度でスッキリ分かってもらう話し方

Ｂ2 ○2日(火)

Ｂ31 ○8日(木)

Ｂ21 ○4日(火)

Ｂ27 ○4日(木)

Ｂ11 ○13日(火)

Ｂ23 ○4日(火)

Ｂ5 ○4日(木)

Ｂ14 ○15日(木)

Ｂ13 ○6日(木)

Ｂ4 ○4日(木)

Ｂ15 ○20日(火)

Ｂ12 ○6日(木)

Ｂ3 ○11日(木)

Ｂ8 ○27日(火)

Ｂ9 ○13日(木)

Ｂ6 ○16日(火)

Ｂ10 ○27日(火)

Ｂ25 ○18日(火)

C10 ○25日(木)

C2 ○6日(火)

C6 ○11日(火)

C1 ○25日(木)

C3 ○8日(木)

C11 ○18日(火)

D9 ○23日(火)

D11 ○13日(火)

10：00～17：00（7時間）
半年後の成長フォロー！
新入社員フォロー研修
10：00～12：00（2時間）
初心者でもできる伝わる！
仕事で活かす初級英会話
13：00～15：00（2時間）
出世する社員のビジネスメール
16：00～18：00（2時間）
仕事の漏れがなくなる時間管理＆
タスク管理セミナー

15：30～17：30（2時間）
部下のモチベーションを上げる面談

13：00～15：00（2時間）
意思決定力（前編）合意形成

18：30～20：30（2時間）
実践ファシリテーション
～理論でなく実践で学ぶコミュニケーション技術～
14：00～17：00（3時間）
未来を切り開く
若手向けキャリアデザインセミナー

15：30～17：30（2時間）
YESと言わせるプレゼンテーション

10：00～12：00（2時間）
仕事に差がつく企画提案力
10：00～12：00（2時間）
出世する社員が実践している仕事の進め方
15：30～17：30（2時間）
入社3年目までに覚えたい文章作成スキル

15：30～17：30（2時間）
チームを動かす人の文章作成スキル
18：30～20：30（2時間）
ロジカルシンキング

10：00～12：00（2時間）
仕事を任せてもらえる報告・連絡・相談のコツ
15：00～17：00（2時間）
印象を管理して自己演出する！
表現力向上講座
10：00～12：00（2時間）
仕事が出来る人のプラスアルファのタイムマネジメント
～インバスケットだけではない！～

10：00～12：00（2時間）
目指せ達人！ 今すぐできる！
声だけで通じ合える電話応対術

Ｂ7 ○16日(火)

15：15～17：15（2時間）
意思決定力（後編）決断力

15：30～17：30（2時間）
管理者向けストレスマネジメント
～メンバーがイキイキと働く職場つくり～
18：30～20：30（2時間）
組織の価値づくりを創造する
チームビルディング

13：00～15：00（2時間）
初心者・管理職も必見！
絶対に分かるようになる決算書の見方

D10 ○23日(火)

16：00～18：00（2時間）
幹部・管理職なら必ず身に付けておくべき
PDCA力と仕組み化力

15：00～17：00（2時間）
部下マネジメントセミナー
～育成者にとって最も大切なこと～
15：30～17：30（2時間）
意欲溢れる社員の定着は管理職がカギ！
～指導＆育成の技術とは～

10：00～12：00（2時間）
【特別無料セミナー】
雇用関係助成金活用セミナー

15：30～17：30（2時間）
新人リーダーのための人材指導スキル研修

15：00～17：00（2時間）
～あなたの部下を考動型人間に～
自ら考える部下の育て方

Ａ5 ○24日(木)

13：00～15：00（2時間）
女性活躍推進講座
～コミュニケーション編～

Ａ6 ○5日(火)

10：00～12：00（2時間）
『伝わらない』を１００%改善する！
伝える力向上セミナー

Ａ9 ○19日(火)

15：00～17：00（2時間）
ストレスフリーな生き方の実現
～セルフマネジメント～

Ａ7 ○19日(火)

15：00～17：00（2時間）
自分も相手も、成果を上げるモチベーションUPとは〇〇だった。
～○○は、金銭的報酬以上に心理的効果がある～

Ｂ18 ○18日(金)

Ｂ26 ○7日(木)

Ｂ29 ○5日(火)

Ｂ22 ○24日(木)

Ｂ28 ○13日(水)

Ｂ24 ○7日(木)

Ｂ20 ○21日(木)

Ｂ30 ○14日(木)

14：00～17：00（3時間）
なくてはならない人財になる
中堅向けキャリアデザインセミナー
15：30～17：30（2時間）
女性活躍推進講座
～キャリア形成編～

10：00～12：00（2時間）
部下力を発揮して上司からの信頼を得る！
部下は知っておきたい「謝罪」と「感謝」のコツ
15：30～17：30（2時間）
相手の心を開かせる聴き方「傾聴力」

15：30～17：30（2時間）
相手の納得を獲得する！
交渉力向上セミナー

15：00～17：00（2時間）
中堅社員向けの問題解決
14：00～17：00（3時間）
質問力アップセミナー
～質問で部下の主体性を引き出す～
16：00～18：00（2時間）
今、組織に求められている価値
「ブランド力」の育て方・伝え方

Ｂ19 ○21日(木)

18：30～20：30（2時間）
あなたも教え上手になれる！
教え方セミナー

C7 ○18日(金)

C13 ○5日(火)

C8 ○7日(木)

C4 ○22日(火)

C9 ○13日(水)

C14 ○12日(火)

D5 ○19日(火)

D6 ○5日(火)

10：00～12：00（2時間）
働き方改革は、職場づくり・人づくりから
～形だけの管理・統制では変わらない！組織開発的アプローチ～

10：00～12：00（2時間）
働き方改革の中で求められる
組織マネジメントの基本

14：00～17：00（3時間）
部下を天敵ではなく強力な味方にする！
リーダーは知っておきたい部下のマネジメント術
18：30～20：30（2時間）
好かれるリーダーがもつ３要素・３法則

10：00～12：00（2時間）
「ブランドを継承する人」を育てる部下育成
16：00～18：00（2時間）
真のリーダーが行う話の聴き方、面談スキルとは？
～聴き方のプロは結果、部下力さえも上げる～

C12 ○29日(火)

15：30～17：30（2時間）
結果を出すリーダー育成講座

C5 ○29日(火)

18：30～20：30（2時間）
任せる技術
～自分でやった方が早い病への処方箋～

D1 ○22日(火)

15：00～17：00（2時間）
社員の成長と会社の成長を両立させる！
教育体系の作り方と人財育成の秘訣

10：00～12：00（2時間）
企業が生き残るための人材育成力

10：00～12：00（2時間）
企業が生き残るための戦略策定力

D7 ○12日(火)

13：00～15：00（2時間）
【特別無料セミナー】広告費や営業コストを
かけずにできる中小企業のコンテンツマーケティング

D3 ○19日(火)

10：00～12：00（2時間）
知らないと怖い、会社経営の落とし穴
～従業員に対する安全配慮義務等の労務管理を中心に～

Ａ1
Ａ2
Ａ3
Ａ7
A8
Ａ9
Ｂ4
Ｂ5

A4
Ａ5
Ａ6
Ｂ1
Ｂ2

A4
Ａ5
Ａ6
Ａ9
Ｂ8

Ｂ8
Ｂ9

人間関係を劇的に改善するエニアグラム研修
講師：佐藤

良
（戸が笑う組織づくり研究所

代表）

2018年4月19日（木）15：00～17：00（2時間）／2018年10月11日（木）18：30～20：30（2時間）

アドラーから学ぶすぐできる職場コミュニケーション改善法
講師：長谷

香代子
（株式会社KYOSHIN 取締役）

2018年5月17日（木）10：00～12：00（2時間）／2018年10月23日（火）10：00～12：00（2時間）

仕事がより上手くいくための意識改革・マインドセット
講師：安達

幸世
（Oﬃce Human Power 代表）

2018年5月24日（木）10：00～12：00（2時間）／2018年12月11日（火）18：30～20：30（2時間）

自分も相手も、成果を上げるモチベーションUPとは〇〇だった。～○○は、金銭的報酬以上に心理的効果がある～
講師：加藤 しおな
（ヴォイスシーナ 代表）

2018年8月29日（水）15：00～17：00（2時間）／2019年2月19日（火）15：00～17：00（2時間）

もしあなたがアドラーだったらどうする？クレームを「信頼」に変えるコミュニケーション術
講師：長谷

香代子
（株式会社KYOSHIN 取締役）

2018年9月4日
（火）18：30～20：30
（2時間）
／2018年11月6日
（火）10：00～12：00
（2時間）

ストレスフリーな生き方の実現～セルフマネジメント～
講師：佐藤

良
（戸が笑う組織づくり研究所

代表）

2019年3月19日
（火）15：00～17：00
（2時間）

仕事の漏れがなくなる時間管理＆タスク管理セミナー
講師：平野

友朗
（株式会社アイ・コミュニケーション 代表取締役）

2018年4月12日（木）13：00～15：00（2時間）／2018年10月4日（木）16：00～18：00（2時間）

出世する社員のビジネスメール
講師：平野

友朗
（株式会社アイ・コミュニケーション 代表取締役）

2018年4月12日（木）16：00～18：00（2時間）／2018年10月4日（木）13：00～15：00（2時間）

ロジカルコミュニケーションの基本～一度でスッキリ分かってもらう話し方
講師：押村

由紀恵
（Growth-aid 代表）

2018年6月6日（水）15：30～17：30（2時間）／2018年11月20日（火）15：00～17：00（2時間）

女性活躍推進講座～コミュニケーション編～
講師：長谷

英子
（オフィスデベロペ

代表）

2018年7月12日（木）13：00～15：00（2時間）／2019年1月24日（木）13：00～15：00（2時間）

『伝わらない』を１００%改善する！伝える力向上セミナー
講師：大嶋

愛
（AI Manners Oﬃce

代表）

2018年8月21日
（火）15：30～17：30
（2時間）
／2019年2月5日
（火）10：00～12：00
（2時間）

すぐに使える仕事の基本とビジネスマナーが身につく！新入社員研修
講師：長谷

英子
（オフィスデベロペ

代表）

2018年4月4日
（水）10：00～17：00
（7時間）

仕事が出来る人のプラスアルファのタイムマネジメント ～インバスケットだけではない！～

Ｂ9

講師：加藤 しおな
（ヴォイスシーナ 代表）

2018年5月24日（木）15：00～17：00（2時間）／2018年12月13日（木）10：00～12：00（2時間）

YESと言わせるプレゼンテーション

Ｂ14

講師：押村

ロジカルシンキング

Ｂ23

講師：岩田

雅子
（Oﬃce Marc

代表）

2018年7月24日（火）15：30～17：30（2時間）／2018年12月4日（火）18：30～20：30（2時間）

目指せ達人！今すぐできる！声だけで通じ合える電話応対術

Ｂ25

講師：長谷

香代子
（株式会社KYOSHIN 取締役）

2018年8月7日（火）15：30～17：30（2時間）／2018年12月18日（火）10：00～12：00（2時間）

初心者でもできる伝わる！仕事で活かす初級英会話

Ｂ27

講師：岩田

雅子
（Oﬃce Marc

代表）

2018年8月28日（火）18：30～20：30（2時間）／2018年10月4日（木）10：00～12：00（2時間）

今、組織に求められている価値―「ブランド力」の育て方・伝え方

Ｂ30

講師：伊藤

明子
（アイ・クオリア 代表）

2018年9月26日（水）16：00～18：00（2時間）／2019年3月14日（木）16：00～18：00（2時間）

実践ファシリテーション～理論でなく実践で学ぶコミュニケーション技術～

Ｂ31
D7

由紀恵
（Growth-aid 代表）

2018年6月14日（木）16：00～18：00（2時間）／2018年11月15日（木）15：30～17：30（2時間）

講師：佐藤

良
（戸が笑う組織づくり研究所

代表）

2018年11月8日
（木）18：30～20：30
（2時間）

【特別無料セミナー】広告費や営業コストをかけずにできる中小企業のコンテンツマーケティング

Ｂ10
Ｂ12
Ｂ13
Ｂ26

講師：門脇

純
（株式会社インフォデザイン 代表取締役）

2018年9月13日（木）13：00～15：00（2時間）／2019年3月12日（火）13：00～15：00（2時間）

入社3年目までに覚えたい文章作成スキル
講師：岡留

輝美
（オフィスSoRA

代表）

2018年5月29日（火）10：00～12：00（2時間）／2018年11月27日（火）15：30～17：30（2時間）

印象を管理して自己演出する！表現力向上講座
講師：長谷

英子
（オフィスデベロペ

代表）

2018年6月7日
（木）10：00～12：00
（2時間）
／2018年12月6日
（木）15：00～17：00
（2時間）

仕事を任せてもらえる報告・連絡・相談のコツ
講師：大嶋

愛
（AI Manners Oﬃce

代表）

2018年6月14日（木）13：00～15：00（2時間）／2018年12月6日（木）10：00～12：00（2時間）

部下力を発揮して上司からの信頼を得る！部下は知っておきたい「謝罪」と「感謝」のコツ
講師：安達

幸世
（Oﬃce Human Power 代表）

2018年8月24日
（金）10：00～12：00
（2時間）
／2019年2月7日
（木）10：00～12：00
（2時間）

半年後の成長フォロー！新入社員フォロー研修
講師：長谷

英子
（オフィスデベロペ

代表）

2018年10月2日
（火）10：00～17：00
（7時間）

ロジカルコミュニケーションの基本～一度でスッキリ分かってもらう話し方
講師：押村

由紀恵
（Growth-aid 代表）

2018年6月6日（水）15：30～17：30（2時間）／2018年11月20日（火）15：00～17：00（2時間）

女性活躍推進講座～コミュニケーション編～
講師：長谷

英子
（オフィスデベロペ

代表）

2018年7月12日（木）13：00～15：00（2時間）／2019年1月24日（木）13：00～15：00（2時間）

『伝わらない』を１００%改善する！伝える力向上セミナー
講師：大嶋

愛
（AI Manners Oﬃce

代表）

2018年8月21日
（火）15：30～17：30
（2時間）
／2019年2月5日
（火）10：00～12：00
（2時間）

ストレスフリーな生き方の実現～セルフマネジメント～
講師：佐藤

良
（戸が笑う組織づくり研究所

代表）

2019年3月19日
（火）15：00～17：00
（2時間）

出世する社員が実践している仕事の進め方
講師：三輪

千穂
（オフィス アイリー 代表）

2018年5月22日（火）15：30～17：30（2時間）／2018年11月27日（火）10：00～12：00（2時間）

出世する社員が実践している仕事の進め方
講師：三輪

千穂
（オフィス アイリー 代表）

2018年5月22日（火）15：30～17：30（2時間）／2018年11月27日（火）10：00～12：00（2時間）

仕事が出来る人のプラスアルファのタイムマネジメント ～インバスケットだけではない！～
講師：加藤 しおな
（ヴォイスシーナ 代表）

2018年5月24日（木）15：00～17：00（2時間）／2018年12月13日（木）10：00～12：00（2時間）

Ｂ10
Ｂ11
Ｂ12
Ｂ13
Ｂ26

Ｂ18
Ｂ29

入社3年目までに覚えたい文章作成スキル
講師：岡留

輝美
（オフィスSoRA

代表）

2018年5月29日（火）10：00～12：00（2時間）／2018年11月27日（火）15：30～17：30（2時間）

未来を切り開く 若手向けキャリアデザインセミナー
講師：押村

由紀恵
（Growth-aid 代表）

2018年5月29日（火）14：00～17：00（3時間）／2018年11月13日（火）14：00～17：00（3時間）

印象を管理して自己演出する！表現力向上講座
講師：長谷

英子
（オフィスデベロペ

代表）

2018年6月7日
（木）10：00～12：00
（2時間）
／2018年12月6日
（木）15：00～17：00
（2時間）

仕事を任せてもらえる報告・連絡・相談のコツ
講師：大嶋

愛
（AI Manners Oﬃce

代表）

2018年6月14日（木）13：00～15：00（2時間）／2018年12月6日（木）10：00～12：00（2時間）

部下力を発揮して上司からの信頼を得る！部下は知っておきたい「謝罪」と「感謝」のコツ
講師：安達

幸世
（Oﬃce Human Power 代表）

2018年8月24日
（金）10：00～12：00
（2時間）
／2019年2月7日
（木）10：00～12：00
（2時間）

なくてはならない人財になる 中堅向けキャリアデザインセミナー
講師：押村

由紀恵
（Growth-aid 代表）

2018年7月3日
（火）14：00～17：00
（3時間）
／2019年1月18日
（金）14：00～17：00
（3時間）

中堅社員向けの問題解決
講師：松本

宜大
（カタドリ 代表）

2018年9月11日
（火）15：30～17：30
（2時間）
／2019年3月5日
（火）15：00～17：00
（2時間）

Ｂ3
Ｂ6
Ｂ7
Ｂ15
Ｂ16
Ｂ17
Ｂ19

Ｂ3
Ｂ24
C2
C3
C4
C5
C6
C7

C7
C8
C9
C10
D1
D3

部下のモチベーションを上げる面談
講師：鈴木

佳代子
（株式会社ＮＣＲＤ 代表取締役）

2018年4月10日（火）15：30～17：30（2時間）／2018年10月11日（木）15：30～17：30（2時間）

意思決定力（前編）合意形成
講師：松本

宜大
（カタドリ 代表）

2018年5月15日（火）13：00～15：00（2時間）／2018年10月16日（火）13：00～15：00（2時間）

意思決定力（後編）決断力
講師：松本

宜大
（カタドリ 代表）

2018年5月15日（火）15：15～17：15（2時間）／2018年10月16日（火）15：15～17：15（2時間）

仕事に差がつく企画提案力
講師：松本

宜大
（カタドリ 代表）

2018年6月19日（火）18：30～20：30（2時間）／2018年11月20日（火）10：00～12：00（2時間）

ファシリテーション 前編
講師：松本

宜大
（カタドリ 代表）

2018年6月26日
（火）13：00～15：00
（2時間）

ファシリテーション 後編
講師：松本

宜大
（カタドリ 代表）

2018年6月26日
（火）15：15～17：15
（2時間）

Ｂ20
Ｂ21
Ｂ22
Ｂ28
C1
C14

相手の納得を獲得する！交渉力向上セミナー
講師：佐藤

美和
（オフィス トラスト 代表）

2018年7月5日
（木）18：30～20：30
（2時間）
／2019年2月21日
（木）15：30～17：30
（2時間）

チームを動かす人の文章作成スキル
講師：岡留

輝美
（オフィスSoRA

代表）

2018年7月10日（火）15：30～17：30（2時間）／2018年12月4日（火）15：30～17：30（2時間）

女性活躍推進講座～キャリア形成編～
講師：長谷

英子
（オフィスデベロペ

代表）

2018年7月12日（木）15：30～17：30（2時間）／2019年1月24日（木）15：30～17：30（2時間）

相手の心を開かせる聴き方「傾聴力」
講師：長谷

英子
（オフィスデベロペ

代表）

2018年9月6日
（木）10：00～12：00
（2時間）
／2019年2月13日
（水）15：30～17：30
（2時間）

組織の価値づくりを創造するチームビルディング
講師：伊藤

明子
（アイ・クオリア 代表）

2018年4月25日（水）10：00～12：00（2時間）／2018年10月25日（木）18：30～20：30（2時間）

真のリーダーが行う話の聴き方、面談スキルとは？～聴き方のプロは結果、部下力さえも上げる～
講師：加藤 しおな
（ヴォイスシーナ 代表）

2018年9月13日（木）16：00～18：00（2時間）／2019年3月12日（火）16：00～18：00（2時間）

あなたも教え上手になれる！教え方セミナー
講師：佐藤

美和
（オフィス トラスト 代表）

2018年7月5日
（木）15：30～17：30
（2時間）
／2019年2月21日
（木）18：30～20：30
（2時間）

部下のモチベーションを上げる面談
講師：鈴木

佳代子
（株式会社ＮＣＲＤ 代表取締役）

2018年4月10日（火）15：30～17：30（2時間）／2018年10月11日（木）15：30～17：30（2時間）

質問力アップセミナー ～質問で部下の主体性を引き出す～
講師：大嶋

愛
（AI Manners Oﬃce

代表）

2018年8月2日
（木）14：00～17：00
（3時間）
／2019年3月7日
（木）14：00～17：00
（3時間）

部下マネジメントセミナー ～育成者にとって最も大切なこと～
講師：大嶋

愛
（AI Manners Oﬃce

代表）

2018年5月17日（木）15：00～17：00（2時間）／2018年11月6日（火）15：00～17：00（2時間）

意欲溢れる社員の定着は管理職がカギ！～指導＆育成の技術とは～
講師：白石 恵美子
（株式会社ハーモニークリエイション 代表取締役）

2018年5月22日（火）18：30～20：30（2時間）／2018年11月8日（木）15：30～17：30（2時間）

働き方改革の中で求められる組織マネジメントの基本
講師：松本

宜大
（カタドリ 代表）

2018年6月12日（火）15：30～17：30（2時間）／2019年1月22日（火）10：00～12：00（2時間）

任せる技術～自分でやった方が早い病への処方箋～
講師：山田

隆任
（山田隆任事務所）

2018年6月12日（火）18：30～20：30（2時間）／2019年1月29日（火）18：30～20：30（2時間）

新人リーダーのための人材指導スキル研修
講師：山田

隆任
（山田隆任事務所）

2018年6月19日（火）15：30～17：30（2時間）／2018年12月11日（火）15：30～17：30（2時間）

働き方改革は、職場づくり・人づくりから～形だけの管理・統制では変わらない！組織開発的アプローチ～
講師：佐藤

良
（戸が笑う組織づくり研究所

代表）

2018年7月3日
（火）10：00～12：00
（2時間）
／2019年1月18日
（金）10：00～12：00
（2時間）

働き方改革は、職場づくり・人づくりから～形だけの管理・統制では変わらない！組織開発的アプローチ～
講師：佐藤

良
（戸が笑う組織づくり研究所

代表）

2018年7月3日
（火）10：00～12：00
（2時間）
／2019年1月18日
（金）10：00～12：00
（2時間）

「ブランドを継承する人」
を育てる部下育成
講師：伊藤

明子
（アイ・クオリア 代表）

2018年7月10
（火）10：00～12：00
（2時間）
／2019年3月7日
（木）10：00～12：00
（2時間）

好かれるリーダーがもつ３要素・３法則
講師：山田

隆任
（山田隆任事務所）

2018年7月12日（木）18：30～20：30（2時間）／2019年2月13日（水）18：30～20：30（2時間）

管理者向けストレスマネジメント～メンバーがイキイキと働く職場つくり～
講師：大嶋

愛
（AI Manners Oﬃce

代表）

2018年7月24日（火）18：30～20：30（2時間）／2018年10月25日（木）15：30～17：30（2時間）

社員の成長と会社の成長を両立させる！教育体系の作り方と人財育成の秘訣
講師：宮川

淳哉
（株式会社ワンネス・コンサルティング 代表取締役）

2018年4月25日（水）15：00～17：00（2時間）／2019年1月22日（火）15：00～17：00（2時間）

知らないと怖い、会社経営の落とし穴～従業員に対する安全配慮義務等の労務管理を中心に～
講師：野田

裕之
（小川総合法律特許事務所 パートナー弁護士）

2018年8月28日（火）15：30～17：30（2時間）／2019年3月19日（火）10：00～12：00（2時間）

C8
C9
C11
C12
C13
C15
D2
D10

D4
D5
D6
D8
D9
D11

「ブランドを継承する人」
を育てる部下育成
講師：伊藤

明子
（アイ・クオリア 代表）

2018年7月10
（火）10：00～12：00
（2時間）
／2019年3月7日
（木）10：00～12：00
（2時間）

好かれるリーダーがもつ３要素・３法則
講師：山田

隆任
（山田隆任事務所）

2018年7月12日（木）18：30～20：30（2時間）／2019年2月13日（水）18：30～20：30（2時間）

～あなたの部下を考動型人間に～自ら考える部下の育て方
講師：宮川

淳哉
（株式会社ワンネス・コンサルティング 代表取締役）

2018年8月7日（火）18：30～20：30（2時間）／2018年12月18日（火）15：00～17：00（2時間）

結果を出すリーダー育成講座
講師：伊澤

謙
（株式会社M・LABO

代表取締役）

2018年8月24日（金）15：00～17：00（2時間）／2019年1月29日（火）15：30～17：30（2時間）

部下を天敵ではなく強力な味方にする！リーダーは知っておきたい部下のマネジメント術
講師：安達

幸世
（Oﬃce Human Power 代表）

2018年9月6日
（木）14：00～17：00
（3時間）
／2019年2月5日
（火）14：00～17：00
（3時間）

1日で習得できる！幹部・管理職向けマネジメント力向上研修
講師：宮川

淳哉
（株式会社ワンネス・コンサルティング 代表取締役）

2018年9月19日
（水）9：30～17：30
（8時間）

ストレスフリー職場の創り方～３０年間 延べ1000人以上の部下で精神疾患０のマネジメント～
講師：佐藤

良
（戸が笑う組織づくり研究所

代表）

2018年6月7日
（木）15：00～17：00
（2時間）

幹部・管理職なら必ず身に付けておくべきPDCA力と仕組み化力
講師：宮川

淳哉
（株式会社ワンネス・コンサルティング 代表取締役）

2018年10月23日
（火）16：00～18：00
（2時間）

経営成果と人財育成を両立させる！人事評価制度の作り方
講師：宮川

淳哉
（株式会社ワンネス・コンサルティング 代表取締役）

2018年8月29日
（水）10：00～12：00
（2時間）

企業が生き残るための人材育成力
講師：松本

宜大
（カタドリ 代表）

2018年9月4日
（火）15：30～17：30
（2時間）
／2019年2月19日
（火）10：00～12：00
（2時間）

企業が生き残るための戦略策定力
講師：松本

宜大
（カタドリ 代表）

2018年9月11日
（火）18：30～20：30
（2時間）
／2019年3月5日
（火）10：00～12：00
（2時間）

人材育成につながる管理会計の考え方
講師：森

太樹
（税理士法人鶴田会計 公認会計士）

2018年9月26日
（水）13：00～15：00
（2時間）

初心者・管理職も必見！絶対に分かるようになる決算書の見方
講師：森

太樹
（税理士法人鶴田会計 公認会計士）

2018年10月23日
（火）13：00～15：00
（2時間）

【特別無料セミナー】雇用関係助成金活用セミナー
講師：土江

啓太郎
（ワンネス社会保険労務士事務所 所長）

2018年11月13日
（火）10：00～12：00
（2時間）

Ａ1

人間関係を劇的に改善する
エニアグラム研修
講師：佐藤

良

戸が笑う組織づくり研究所

代表

〇ワンネス会員：無料

Ａ2

アドラーから学ぶすぐできる
職場コミュニケーション改善法
講師：長谷

香代子

株式会社 KYOSHIN 取締役

〇ワンネス会員：無料

Ａ3

〇一般価格：10,000 円

仕事がより上手くいくための
意識改革・マインドセット
講師：安達

幸世

Oﬃce Human Power 代表

〇ワンネス会員：無料

A4

〇一般価格：10,000 円

〇一般価格：10,000 円

ロジカルコミュニケーションの基本
～一度でスッキリ分かってもらう
話し方

講師：押村

由紀恵

Growth-aid 代表

〇ワンネス会員：無料

Ａ5

女性活躍推進講座
～コミュニケーション編～
講師：長谷

オフィスデベロペ

英子

代表

〇ワンネス会員：無料

Ａ6

講師：大嶋

愛

AI Manners Oﬃce

代表

〇一般価格：10,000 円

自分も相手も、成果を上げる
モチベーション UPとは〇〇だった。
～○○は、金銭的報酬以上に心理的効果がある～
講師：加藤

ヴォイスシーナ

しおな

代表

〇ワンネス会員：無料

A8

〇一般価格：10,000 円

『伝わらない』を１００% 改善する！
伝える力向上セミナー

〇ワンネス会員：無料

Ａ7

〇一般価格：10,000 円

〇一般価格：10,000 円

もしあなたがアドラーだったらどうする？
クレームを
「信頼」に変えるコミュニケーション術
講師：長谷

香代子

株式会社 KYOSHIN 取締役

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

●エニアグラムの紹介＆学ぶ目的
●タイプ診断
●タイプ説明
15：00 ～ 17：00
（2 時間） ●有名人のタイプ
●体験ワーク
●エニアグラム科学的根拠
2018 年
10 月11日
（木） ●囚われからの解放
●個人の改革
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●対人関係の改革
●組織の改革
2018 年

4 月19 日
（木）

●アドラー心理学の概論
●アドラー心理学は職場で使えるか
5 月17 日
（木） ●コミュニケーションとは
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●人が成長する心理状態とは
●褒める、叱る以外の育成方法
●アドラー心理学のコミュニケーションスキル～勇気とは～
2018 年
10 月 23 日
（火） ●縦の関係を捨てて横の関係を築く～勇気づけと勇気くじき～
●勇気づけの基本～3つの言葉がけ～
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●DESC法で頼む、断る（アサーショントレーニング）
●アクションシート
2018 年

●マインドセットの重要性
●困難な出来事の捉え方
●上手くいきやすい人といきにくい人の考え方と
10：00 ～ 12：00
（2 時間） 行動の違い
●上手くいきやすい人のセオリー
●「変えられるもの」と「変えられないもの」
2018 年
12 月11日
（火） ●意識が現実を創り出す原理原則
●「なりたい」
「したい」では実現しないのには
18：30 ～ 20：30
（2 時間） 理由がある
2018 年

5 月 24 日
（木）

●そもそも「コミュニケーション」とは？
●「ロジカル」
「コミュニケーション」が目指すこと
6月6日
（水） ●わかりやすくないのはなぜ？
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●短く話せる人は成功する
●わかるは分ける
●ゴールを忘れない
2018 年
プ
11月 20 日
（火） ●解決のための3ステッ
●応用練習 文書の説明・図表の説明をしてみよう
15：00 ～ 17：00
（2 時間） ●ステップアップ 納得してもらう
2018 年

●信頼と共感のコミュニケーションのために
●非言語表現の重要性
●カドの立たない伝え方
13：00 ～ 15：00
（2 時間） ●聴き上手こそ美人なれ
●分かりやすい5ステップの伝え方
●言いたいことを伝えるアサーティブコミュニケーション
2019 年
1月 24 日
（木） ●苦手な人とのコミュニケーションのポイント
●感情マネジメントのコツ
2018 年

7月12 日
（木）

13：00 ～ 15：00
（2 時間）

●コミュニケーションの意味
●コミュニケーションの２つの方法
8 月 21日
（火） ●図形伝達ゲーム
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●コミュニケーションがうまくいかない理由
●コミュニケーションの原理原則
●信頼関係を築くコミュニケーションスキル
2019 年
2 月5日
（火） ●正確に伝わる伝え方
●嫌われる聞き方と好かれる聞き方
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●効果的なコミュニケーションの手段
2018 年

●あなたのモチベーションが上がる時は？内的キャリアは？
●モチベーション“心理学用語で動機付け”3つに分類される
モチベーション心理研究を紹介
15：00 ～ 17：00
（2 時間） ●成果を生み出す心の知能指数「EQ」とは？
●人には欲求がある。仕事で満足感を得る心理とは？
●モチベーションアップは、〇〇が鍵だった
2019 年
○○を使いこなせるようになる？ブレインエクササイズ、洞察力と柔軟性
2 月19 日
（火） ●あなたは、
●仕事の行動特性で、タイプを知る
15：00 ～ 17：00
（2 時間） ●タイプ別、モチベーションをアップさせる〇〇実践法
●本日の集大成、グループ内で○○を実践
2018 年

8 月 29 日
（水）

●アドラー心理学とは
●アドラー心理学はクレーム対応に活かせるか
9月4日
（火） ●苦情とは何か？
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●苦情発生のメカニズム
●苦情対応の心構え
●苦情対応に必要な話の聴き方
2018 年
11月 6 日
（火） ●苦情対応に活かせる話し方
●苦情対応のプロセスとルール
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●ケース別ロールプレイング
2018 年

Ａ9

ストレスフリーな生き方の実現
～セルフマネジメント～
講師：佐藤

良

戸が笑う組織づくり研究所

講師：長谷

英子

オフィスデベロペ

英子

オフィスデベロペ

代表

〇ワンネス会員：無料

講師：鈴木

佳代子

株式会社ＮＣＲＤ

代表取締役

〇ワンネス会員：無料

Ｂ4

〇一般価格：10,000 円

仕事の漏れがなくなる時間管理＆
タスク管理セミナー
講師：平野

友朗

株式会社アイ・コミュニケーション 代表取締役

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

出世する社員のビジネスメール
Ｂ5

講師：平野

友朗

株式会社アイ・コミュニケーション 代表取締役

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

意思決定力
（前編）合意形成
Ｂ6

講師：松本

カタドリ

宜大

代表

〇ワンネス会員：無料

●現在の立ち位置～キャリアのステップ～
●ビジネスマナーブラッシュアップ
10 月 2 日
（火） ●一歩進んだコミュニケーション
10：00 ～ 17：00
（7 時間） ●業務から仕事へ～期待を超える～
●半年間の振り返りを共有
●自分の強みと弱み
●改めて考える自分の役割
●アクションプラン設定
2018 年

〇一般価格：26,000 円

部下のモチベーションを上げる面談
Ｂ3

●組織人としての自分の役割
●第一印象の重要性と演出
●身だしなみ・表情・立ち居振る舞いによる演出
～ 17：00
（7 時間） ●言葉遣いによる演出
●職場でのコミュニケーション
●電話応対
●来客応対・訪問・名刺交換
●指示の受け方
●仕事の進め方と報告・連絡・相談
●目標設定

4月4日
（水）

10：00

〇一般価格：26,000 円

半年後の成長フォロー！
新入社員フォロー研修
講師：長谷

2018 年

代表

〇ワンネス会員：無料

Ｂ2

15：00

〇一般価格：10,000 円

すぐに使える仕事の基本と
ビジネスマナーが身につく！
新入社員研修

●ストレスとは？
●ストレスチェックのワーク
●ストレスの根本原因
～ 17：00
（2 時間） ●ストレスによる疾患
●ストレスの耐性
●ストレス対症療法
●エニアグラム紹介
●認知行動療法（コーピング）のワーク
●マインドフルネス体験
●ストレスフリーに生きる価値観（アドラー心理学）

3 月19 日
（火）

代表

〇ワンネス会員：無料

Ｂ1

2019 年

〇一般価格：10,000 円

●面談の目的
●現状の面談と理想の面談
●あなたが面談で実現したいこと
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●面談を成功させるコツ
●面談のプロセスとコーチング
●面談の戦略を考える
2018 年
10 月11日
（木） ●効果的な目標設定のポイント
●個人として・チームとしての部下の成長
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●面談ロールプレイ
2018 年

4 月10 日
（火）

●時間が足らないというのは思い込み
●仕事は、期限、品質で管理する
4 月12 日
（木） ●衝動の反応が効率を落とす
13：00 ～ 15：00
（2 時間） ●ノートは不要、A4のコピー用紙で十分
●TODOリストの落とし穴
●頭を真っ白にして情報を管理する方法
2018 年
10 月 4 日
（木） ●画期的なカレンダーの利用方法
●捨てる、保存の判別方法
16：00 ～ 18：00
（2 時間） ●クリアファイルを活用した新しい情報管理法
●ウェブツールの有効活用法
2018 年

●メールのメリット・デメリット
●開かれる件名とは？
●本文は型がポイント
16：00 ～ 18：00
（2 時間） ●添付ファイルのマナー
●相手との距離を縮める結びの挨拶
●すぐに返信できない場合は？
2018 年
10 月 4 日
（木） ●お詫び・お断り・催促のライティング
●効果的なフレーズ
13：00 ～ 15：00
（2 時間） ●2つの単語登録で年間1日（9.7時間）節約
●テンプレートを活用して年間5日（41.6時間）節約する方法
2018 年

4 月12 日
（木）

●合意形成とは
●なぜ合意形成が難しいのか ～日本特有の問題
●多様化する職場、そして会社
13：00 ～ 15：00
（2 時間） ●合意形成のポイント
●マネジメントの観点
●合意形成のワーク
2018 年
10 月16 日
（火） ●職場での実践
2018 年

5 月15 日
（火）

13：00 ～ 15：00
（2 時間）

意思決定力
（後編）決断力
Ｂ7

講師：松本

カタドリ

宜大

代表

〇ワンネス会員：無料

Ｂ8

出世する社員が実践している
仕事の進め方
講師：三輪

千穂

オフィス アイリー 代表

〇ワンネス会員：無料

Ｂ9

しおな

ヴォイスシーナ

代表

〇ワンネス会員：無料

講師：岡留

輝美

オフィス SoRA

代表

講師：押村

由紀恵

Growth-aid 代表

〇一般価格：15,000 円

印象を管理して自己演出する！
表現力向上講座

講師：長谷

英子

オフィスデベロペ

代表

〇ワンネス会員：無料

Ｂ13

〇一般価格：10,000 円

未来を切り開く
若手向けキャリアデザインセミナー

〇ワンネス会員：無料

Ｂ12

〇一般価格：10,000 円

入社 3 年目までに覚えたい
文章作成スキル

〇ワンネス会員：無料

Ｂ11

〇一般価格：10,000 円

仕事が出来る人の
プラスアルファのタイムマネジメント
～インバスケットだけではない！～
講師：加藤

Ｂ10

〇一般価格：10,000 円

〇一般価格：10,000 円

仕事を任せてもらえる
報告・連絡・相談のコツ

講師：大嶋

愛

AI Manners Oﬃce

〇ワンネス会員：無料

代表

〇一般価格：10,000 円

YES と言わせるプレゼンテーション

Ｂ14

講師：押村

由紀恵

Growth-aid 代表

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

●前編の振り返り
●意思決定とは
5 月15 日
（火） ●意思決定できない理由
15：15 ～ 17：15
（2 時間） ●意思決定の落とし穴
●職場風土の影響
●意思決定と自身の癖
2018 年
10 月16 日
（火） ●意思決定のワーク
●職場での実践
2018 年

15：15 ～ 17：15
（2 時間）

●デキる人とデキない人の違い
●ＷＯＲＫ：できる社員ならどう対応するでしょうか？
●先読み思考で相手の負荷・負担を減らす！
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●目的志向で「こなす作業」を卒業する！
●フィードバックを自ら求めてさらなる成長を！
●ＴＴＰ思考でゼロから唸る時間を省エネ！
2018 年
！
11月 27 日
（火） ●仕事はQUICK＆DIRTYで進める
●他責を排し、自責で受け入れる
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●再現性を高める！
●経験からの学びを教訓化し応用する
2018 年

5 月 22 日
（火）

●普段のルーティンワークを客観視、問題点を探す
●そもそも仕事とは？
●誰も教えてくれなかった仕事が出来る人の
15：00 ～ 17：00
（2 時間） 指示の受け方報告の仕方相談の仕方とは？
●仕事のマネジメントサイクルPDCAの動かし方と目標達成タイムマネジメントのポイント
●インバスケット思考とは？インバスケットの問題チャレンジ
2018 年
12 月13 日
（木） ●仕事が出来る人のプラスアルファとは？
●あなたの人脈グラフ
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●ルーティンワークを客観視、問題点を再構築し、改善
●Planned Happenstanceを習慣化する
2018 年

5 月 24 日
（木）

●よくある文章の悩み Best 5
●良い文章に必要なスキルとは
●文章作成のポイント 1
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●文章作成のポイント 2
●文章作成のポイント 3
●文章作成のポイント 4
2018 年
11月 27 日
（火） ●メール作成で大事なことは
●まとめ
2018 年

5 月 29 日
（火）

15：30 ～ 17：30
（2 時間）

●キャリアとは
●今、キャリアデザインする意義
●ゴールデンエイジを大切にする
14：00 ～ 17：00
（3 時間） ●私の持つ、持ち味を探る・活かす
●今だからできること・したいこと・
しなければならないこと
2018 年
11月13 日
（火） ●目指したい未来を探る
●私のキャリアデザイン
14：00 ～ 17：00
（3 時間） ●未来を切り拓くために
2018 年

5 月 29 日
（火）

●第一印象の重要性
●第一印象の効果的な演出方法
6月7日
（木）
～見かけが男・女の仕事を決める？
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●いきいきとフレッシュに見せるコツとは
●心からの笑顔を魅せるために
●ぐっと印象に残る挨拶とは
2018 年
何通りで言えますか？
12 月 6 日
（木） ●その言葉、
●好感を持たれる立居振舞
15：00 ～ 17：00
（2 時間） ●理想の自分になるために
2018 年

●指示は仕事の始まり！報告は仕事の終わり！
●指示受けの流れ
●指示の受け方のポイント
13：00 ～ 15：00
（2 時間） ●曖昧な表現は納期ではない！
●指示の受け方ロールプレイ
●仕事の進め方グループワーク
2018 年
12 月 6 日
（木） ●報告・連絡・相談とは
●上司やお客さまから信頼される報告のポイント
2018 年

6 月14 日
（木）

10：00 ～ 12：00
（2 時間）

●プレゼンテーションとは？
●プレゼンテーションの3要素
●相手目線は成功のカギ
16：00 ～ 18：00
（2 時間） ●あなたは何を訴えたいのか
●HOWよりWHAT
●必要な論理構成
2018 年
11月15 日
（木） ●さらにストーリーで共感を引き出す
●ビジュアル資料のコツ
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●聞きたい、と思わせる話し方のポイント
●実戦練習
2018 年

6 月14 日
（木）

仕事に差がつく企画提案力
Ｂ15

講師：松本

カタドリ

宜大

代表

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

ファシリテーション

Ｂ16

講師：松本

カタドリ

宜大

カタドリ

宜大

由紀恵

Growth-aid 代表

オフィス

美和

トラスト 代表

〇ワンネス会員：無料

Ｂ20

〇一般価格：15,000 円

あなたも教え上手になれる！
教え方セミナー

講師：佐藤

〇一般価格：10,000 円

相手の納得を獲得する！
交渉力向上セミナー

講師：佐藤

オフィス

美和

トラスト 代表

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

チームを動かす人の文章作成スキル

Ｂ21

講師：岡留

輝美

オフィス SoRA

代表

〇ワンネス会員：無料

Ｂ22

〇一般価格：10,000 円

女性活躍推進講座
～キャリア形成編～

講師：長谷

英子

2018 年

オフィスデベロペ

代表

〇ワンネス会員：無料

●前編の振り返り
●ファシリテーションの全体像
●ファシリテーターとは
～ 17：15
（2 時間） ●構造化するスキル ～議論を整理する
●合意形成のスキル ～議論を収束させる
●総合実習
●フィードバック
●まとめ

6 月 26 日
（火）

〇一般価格：10,000 円

なくてはならない人財になる
中堅向けキャリアデザインセミナー

講師：押村

●ファシリテーションの全体像
●ファシリテーターとは
●求められるファシリテーションスキル
～ 15：00
（2 時間） ●場をデザインするスキル ～議論が湧きたつ場を作る
●コミュニケーションのスキル ～議論を活性化する
●総合実習
●フィードバック
●まとめ

6 月 26 日
（火）

15：15

〇ワンネス会員：無料

Ｂ19

後編

代表

〇ワンネス会員：無料

Ｂ18

2018 年

〇一般価格：10,000 円

ファシリテーション

講師：松本

10：00 ～ 12：00
（2 時間）

13：00

代表

〇ワンネス会員：無料

Ｂ17

前編

●求められる企画と提案
●やりがちな失敗パターン
6 月19 日
（火） ●企画とは？提案とは？
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●企画の出し方（アイデアの発散法）
●クリエイティブシンキング3つのポイント
●提案のやり方
2018 年
11月 20 日
（火） ●提案を通すための3つのポイント
●実習（提案書の作り方）
2018 年

〇一般価格：10,000 円

●キャリアとは
●中堅社員の位置づけ
●今求められる自律的社員
14：00 ～ 17：00
（3 時間） ●自身の現状をスキルマトリックスで整理する
●自分を取り巻く環境を分析する
●自分の価値を高めていくキャリア戦略
2019 年
1月18 日
（金） ●なくてはならない人財とは
●私のキャリアデザイン
2018 年

7月 3 日
（火）

14：00 ～ 17：00
（3 時間）

●指導効果を左右する事前準備の重要性
●プロ直伝！いい関係性を生み出す場の作り方
●この順番で話せば誰にでも伝わる！
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●人はどうやって学ぶのか
●結論よりも理由が大切
●教え上手になれる！教え方のステップ
2019 年
2 月 21日
（木） ●相手をやる気にさせる最強のほめ方
●相手に合わせた教え方「タイプ別指導法」
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●やる気を上げ、保つ方法
●教える時間は見つけるもの
2018 年

7月 5 日
（木）

●交渉の真の目的とは
●生産的交渉術とは何か
7月 5 日
（木） ●相手の信頼を獲得する事前準備の重要性
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●相手を納得させる上手な交渉の手順
●相手を説得するためのテクニック
●行動特性における「パターン別交渉法」
2019 年
2 月 21日
（木） ●交渉を有利に進める話し方
●「WIN-WIN」の関係を目指すクロージング法
2018 年

15：30 ～ 17：30
（2 時間）

●良い文章に必要なスキルとは
●文章作成のポイント 1～４
●人の心を動かす文章とは
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●伝わる文章にするための
「見える言葉」
「見えない言葉」
●言葉選びのワークショップ
2018 年
12 月 4 日
（火） ●フィードバック
●まとめ
2018 年

7月10 日
（火）

15：30 ～ 17：30
（2 時間）

●キャリアとは
●あなただけの強みと価値観を探る
●強みの棚卸し
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●価値観の見える化
●価値観から描くキャリビジョン
●強みと価値観の先にあるもの
2019 年
プの極意
1月 24 日
（木） ●モチベーションアッ
●感情マネジメント
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●行動が発生するプロセス
2018 年

7月12 日
（木）

ロジカルシンキング

Ｂ23

講師：岩田

雅子

Oﬃce Marc

代表

●論理的思考とは？
●まずは「思考の整理術」と捉えよう
7月 24 日
（火） ●マトリクスで思考を整理する
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●フレームワークにトライする
●ロジックツリーを描いてみる
●実践練習とまとめ
2018 年

2018 年

〇ワンネス会員：無料

Ｂ24

質問力アップセミナー
～質問で部下の主体性を引き出す～

講師：大嶋

愛

AI Manners Oﬃce

〇ワンネス会員：無料

Ｂ25

講師：長谷

〇一般価格：15,000 円

香代子

株式会社 KYOSHIN 取締役

〇一般価格：10,000 円

部下力を発揮して上司からの信頼を得る！
部下は知っておきたい
「謝罪」と
「感謝」のコツ
講師：安達

幸世

Oﬃce Human Power 代表

〇ワンネス会員：無料

Ｂ27

代表

目指せ達人！今すぐできる！
声だけで通じ合える電話応対術

〇ワンネス会員：無料

Ｂ26

〇一般価格：10,000 円

〇一般価格：10,000 円

初心者でもできる伝わる！
仕事で活かす初級英会話

講師：岩田

雅子

Oﬃce Marc

代表

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

相手の心を開かせる聴き方
「傾聴力」

Ｂ28

講師：長谷

英子

オフィスデベロペ

代表

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

中堅社員向けの問題解決

Ｂ29

講師：松本

カタドリ

宜大

代表

〇ワンネス会員：無料

Ｂ30

〇一般価格：10,000 円

今、組織に求められている価値
「ブランド力」の育て方・伝え方
講師：伊藤

明子

アイ・クオリア 代表

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

12 月 4 日
（火）

18：30 ～ 20：30
（2 時間）
●質問力とは
●質問力を鍛える３つのメリット
●質問することが難しい３つの理由
14：00 ～ 17：00
（3 時間） ●良い質問と悪い質問
●信頼関係を構築する質問マインド
●質の高い質問を作る
2019 年
3月7日
（木） ●人はどのようなときに質問するのか
2018 年

8月2日
（木）

14：00 ～ 17：00
（3 時間）

●電話は苦手と感じる人がなぜ多いのか？
●コミュニケーションとは何か
●音だけのコミュニケーションの特性
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●電話応対のマナー
●相手が話したくなる話の聴き方
●伝えたい気持ちは音に出る！
2018 年
気持ちをキャッチする聴き方のコツ
12 月18 日
（火） ●音で心を表現しよう
！伝わる話し方のポイント
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●もしも通じ合えないと感じたら試して欲しいこと
●ロールプレイング
2018 年

8月7日
（火）

●上司と信頼関係を高めるメリット
●コミュニケーションの原理原則
●上司は部下の何を見ているのか
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●「変えられるもの」と「変えられないもの」
●上司が嫌う謝らない部下のパターン
●謝罪により得られる効果
2019 年
2 月7日
（木） ●謝罪力とは
●仕事だから当たり前、ではない ～感謝力～
2018 年

8 月 24 日
（金）

10：00 ～ 12：00
（2 時間）

●挨拶
●お客様のお名前を確認する
●スモールトークの基本
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●電話の英会話
●数字の確認
●お待ちいただく
2018 年
10 月 4 日
（木） ●折り返しを提案する
●お礼とお詫びのフレーズ
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●ビジネスチャンスを逃さない初歩英会話のポイント
2018 年

8 月 28 日
（火）

●３つの「きく」
●傾聴の目的「話し手の目的」
「聴き手の目的」
9月6日
（木） ●相手の発する非言語メッセージに気づく
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●客観と主観「観察」と「洞察」
●受動的傾聴
●反映的傾聴
2019 年
2 月13 日
（水） ●積極的傾聴
●質問の目的と質問の効果
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●信頼関係のピラミッド
2018 年

●中堅社員の役割 ～連結ピンとして～
●成長する中堅社員、停滞する中堅社員
●必要とされるスキルの整理
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●スキル発揮を阻害する3つの壁
●自身のタスクの分析
●中堅社員の持つ”資源”
2019 年
3月5日
（火） ●管理職を補佐するという事
●問題解決 3つのポイント
15：00 ～ 17：00
（2 時間） ●実習 ～自身のケースで
●職場での実践
2018 年

9 月11日
（火）

●ジャパン プレミアムブランドの実践事例
●ブランド力を高めるために必要なこと
●共感・信頼・賛同で高まるブランド力
16：00 ～ 18：00
（2 時間） ●「ブランドづくり」は「絆づくり」
●ブランドをどう育てるかー価値づくりのプロセス
●ブランドをどう伝えるか
2019 年
ー顧客とともに創り、高めるブランド力
3 月14 日
（木）
2018 年

9 月 26 日
（水）

16：00 ～ 18：00
（2 時間）

実践ファシリテーション
～理論でなく実践で学ぶ
Ｂ31 コミュニケーション技術～
講師：佐藤

良

戸が笑う組織づくり研究所

〇ワンネス会員：無料

C1

講師：伊藤

明子

アイ・クオリア 代表

講師：大嶋

愛

AI Manners Oﬃce

株式会社ハーモニークリエイション 代表取締役

〇一般価格：10,000 円

働き方改革の中で求められる
組織マネジメントの基本

講師：松本

カタドリ

宜大

代表

〇一般価格：10,000 円

任せる技術
～自分でやった方が早い病への処方箋～
講師：山田

隆任

山田隆任事務所

〇ワンネス会員：無料

C6

〇一般価格：10,000 円

講師：白石 恵美子

〇ワンネス会員：無料

C5

代表

意欲溢れる社員の定着は管理職がカギ！
～指導＆育成の技術とは～

〇ワンネス会員：無料

C4

〇一般価格：10,000 円

部下マネジメントセミナー
～育成者にとって最も大切なこと～

〇ワンネス会員：無料

C3

〇一般価格：10,000 円

組織の価値づくりを創造する
チームビルディング

〇ワンネス会員：無料

C2

代表

〇一般価格：10,000 円

新人リーダーのための
人材指導スキル研修

講師：山田

隆任

山田隆任事務所

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

●ファシリテーションとは？
●場のデザインスキル（目標の共有）
11月 8 日
（木） ●対人関係スキル（発散）
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●構造化スキル（収束）
●合意形成スキル（合意）
●アジャンダの書き方
●グラフィッカ―（書記）のスキル
●フィッシュボール型模範ワーク
●実践ワーク
2018 年

●プレミアムブランドの「お客様の価値をつくる
チーム構築」への挑戦事例
●あたり前を維持、向上させるには
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●枠をこえてお客様への価値を探る
●「何をすべきか」の前に「何のためにすべき」か
●チーム一体感を体感してみよう
2018 年
欠けることのないチーム連携で
10 月 25 日
（木） ●だれひとり、
お客様への価値づくりを生む
2018 年

4 月 25 日
（水）

18：30 ～ 20：30
（2 時間）

●成長の大前提
●上司・先輩として良い関わり方
●育ての極意
15：00 ～ 17：00
（2 時間） ●部下・後輩が育ちにくい育成観
●上司・先輩の役割・あり方
●プロに必要なもの
2018 年
11月 6 日
（火） ●人格を高める
●仕事の教え方の基本ＳＴＥＰ
15：00 ～ 17：00
（2 時間） ●ＰＤＣＡマネジメントサイクル
●年上部下とのコミュニケーション
2018 年

5 月17 日
（木）

2018 年

5 月 22 日
（火）

18：30
2018 年

●最新ハラスメント事情～最新の判例から
●企業・管理職の安全配慮義務
●アマチュアマネージャーが会社をつぶす
～ 20：30
（2 時間） ●リーダーシップとマネジメントの違い解りますか？
●部下との信頼関係の作り方
●部下が互いに研鑚し合う風土の仕掛け

11月 8 日
（木）

15：30 ～ 17：30
（2 時間）
●組織とは
●組織のタイプ
6 月12 日
（火） ●組織のコンフリクト（対立）
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●組織を動かすとはどういうことか
●15年以内に起こりそうなこと
～ポジティブな側面とネガティブな側面から
2019 年
1月 22 日
（火） ●自組織への影響
●求められる組織マネジメント
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●自社の組織の分析
●職場での実践
2018 年

●任せることで上司にとって良いこと、部下にとって良いこと
●なぜ、任せられないのか？どうすれば任せられるようになるのか？
●いつ任せるの？ どれくらいできたら任せればいいのか？
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●誰に任せたらいいのか？全員一律に任せていいのか？
●何を任せたらいいのか？任せてはいけないこととは何か？
●任せる、と振る、はどう違うか？
2019 年
押しつけ世話焼きにならない
1月 29 日
（火） ●放ったらかしにならず、
部下とのコミュニケーション方法
2018 年

6 月12 日
（火）

18：30 ～ 20：30
（2 時間）

●リーダーとは
●リーダーに求められているものとは
●初めてリーダーになった人の誤解とは
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●リーダーに必要となる７つの能力
●リーダーが習慣にするべき８つの法則
●自分らしいリーダーになるための８つの質問
2018 年
12 月11日
（火） ●リーダーに必要な人間力とは
●なぜ「いらない部署」から「絶対必要な部署」へ
15：30 ～ 17：30
（2 時間） 変貌したのか
2018 年

6 月19 日
（火）

C7

働き方改革は、職場づくり・人づくりから
～形だけの管理・統制では変わらない！
組織開発的アプローチ～
講師：佐藤

良

戸が笑う組織づくり研究所

〇ワンネス会員：無料

C8

講師：伊藤

明子

アイ・クオリア 代表

講師：山田

隆任

〇一般価格：10,000 円

管理者向けストレスマネジメント
～メンバーがイキイキと働く職場つくり～
愛

AI Manners Oﬃce

〇ワンネス会員：無料

C11

〇一般価格：10,000 円

山田隆任事務所

講師：大嶋

代表

〇一般価格：10,000 円

～あなたの部下を考動型人間に～
自ら考える部下の育て方
講師：宮川

淳哉

株式会社ワンネス・コンサルティング 代表取締役

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

結果を出すリーダー育成講座
C12

講師：伊澤

謙

株式会社 M・LABO

〇ワンネス会員：無料

C13

〇一般価格：10,000 円

幸世

Oﬃce Human Power 代表

〇ワンネス会員：無料

C14

代表取締役

部下を天敵ではなく強力な味方にする！
リーダーは知っておきたい部下のマネジメント術
講師：安達

〇一般価格：15,000 円

真のリーダーが行う話の聴き方、面談スキルとは？
～聴き方のプロは結果、部下力さえも上げる～
講師：加藤

しおな

ヴォイスシーナ

代表

〇ワンネス会員：無料

2018 年

〇一般価格：10,000 円

●上司である自分を分析する
●モチベーションの変化を理解する
●「ブランドを継承する」チームづくりの仕掛け
～ 12：00
（2 時間） ●お客様と共に語り、育てる
●日々の業務で「考える力」を育てる
●「実感」を分かち合うコミュニケーション・指導法

7月10 日
（火）

10：00
2019 年

好かれるリーダーがもつ
３要素・３法則

〇ワンネス会員：無料

C10

〇一般価格：10,000 円

「ブランドを継承する人」を
育てる部下育成

〇ワンネス会員：無料

C9

代表

●組織開発の説明
●横のマネジメント
7月 3 日
（火） ●KI手法、経営品質の説明
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●経営環境変化
●高いコミュニケーションを生む仕組み
●コミュニケーション復活
2019 年
⇒強制アナログコミュニケーション
1月18 日
（金） ●組織価値観、
エニアグラム、ファシリテーションの説明
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●組織開発事例
●組織開発プログラムの紹介
2018 年

3月7日
（木）

10：00 ～ 12：00
（2 時間）
●リーダーシップとマネジメント
●人を動かす３要素
●信頼に基づくリーダーシップ
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●自分と部下の性格を知ろう
（リーダーとしてのワークと部下診断ワークがあります）
●リーダーに求められていること
2019 年
（１）
2 月13 日
（水） ●信頼関係を築く法則
●信頼関係を築く法則（２）
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●信頼関係を築く法則（３）
2018 年

7月12 日
（木）

●メンタルヘルスの基礎知識
●管理監督者の役割
●ストレス管理チェック
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●メンタル不調のサイン
●メンタル不調の早期発見
●メンタル不調の早期対応
2018 年
10 月 25 日
（木） ●聞く力チェック
●パワハラ度チェック
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●メンタル不調者を出さないための職場づくり
2018 年

7月 24 日
（火）

●考動力がわかる5段階の成長レベル
●指示待ち社員が集まる組織の特徴とは？
●やる気がないから指示待ちになるのではない
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●ＷＯＲＫ：考動型社員ならどう対応するでしょうか？
●魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える
●考えるための3つの視点
2018 年
12 月18 日
（火） ●経験からの学びを教訓化し応用する
●上司からの働きかけと質問
2018 年

8月7日
（火）

15：00 ～ 17：00
（2 時間）

●マネジメントとは
●ビジョンとミッションの共有
8 月 24 日
（金） ●経営者マインドを持つ
15：00 ～ 17：00
（2 時間） ●動機付けスキル
●行動分解（具体化）スキル
●成果とタイムマネジメント
2019 年
1月 29 日
（火） ●目標達成させるスキル
●部下に任せる為に大切なポイント
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●報連相と行動のルール
●成果を出す為の優先順位の付け方
2018 年

●２種類のリーダー像
●今の時代に求められるリーダーの役割
●前提で結果は変わる
14：00 ～ 17：00
（3 時間） ●コミュニケーションの原理原則
●年上部下の特徴
●上司が持っておくべき考え
2019 年
2 月5日
（火） ●部下が上司に求めていること
●承認のポイント「褒めるではなく○○する」
14：00 ～ 17：00
（3 時間） ●任せるためのポイント「年上部下を動かすコツ」
●叱り方には要注意
2018 年

9月6日
（木）

●同じことを言われてもOKの人と、そうでない人がいるのはなぜ？
●あなたの普段のコミュニケーションの取り方の癖を
客観的に理解しよう
16：00 ～ 18：00
（2 時間） ●意外にやっていた！！相手が、
「話さなければよかった。」と思う聴き方
●問題解決に導く受け身的聴き方パッシブリスニングとは？
2019 年
3 月12 日
（火） ●問題解決に導く積極的聴き方アクティブリスニングとは？
●ABC理論を理解する
16：00 ～ 18：00
（2 時間） ●リフレーミングをマスターしよう
●相手の固定観念を変える発展的な聴き方を紹介
2018 年

9 月13 日
（木）

1日で習得できる！
幹部・管理職向けマネジメント力
C15 向上研修
講師：宮川

淳哉

株式会社ワンネス・コンサルティング 代表取締役

〇ワンネス会員：無料

D1

社員の成長と会社の成長を両立させる！
教育体系の作り方と人財育成の秘訣
講師：宮川

淳哉

株式会社ワンネス・コンサルティング 代表取締役

〇ワンネス会員：無料

D2

〇一般価格：26,000 円

〇一般価格：10,000 円

ストレスフリー職場の創り方
～ 30 年間 延べ 1000 人以上の
部下で精神疾患０のマネジメント～

講師：佐藤

良

戸が笑う組織づくり研究所

〇ワンネス会員：無料

D3

D4

裕之

〇一般価格：10,000 円

経営成果と人財育成を両立させる！
人事評価制度の作り方

講師：宮川

淳哉

株式会社ワンネス・コンサルティング 代表取締役

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

企業が生き残るための人材育成力

D5

講師：松本

カタドリ

宜大

代表

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：10,000 円

企業が生き残るための戦略策定力

D6

講師：松本

カタドリ

宜大

代表

〇ワンネス会員：無料

4 月 25 日
（水）

2018 年

6月7日
（木）

15：00

〇一般価格：10,000 円

小川総合法律特許事務所 パートナー弁護士

〇ワンネス会員：無料

●社員教育ができない理由・やらない言い訳とその解消法
●これまでの研修３つの問題点
●これからの社員研修のあり方
15：00 ～ 17：00
（2 時間） ●「人財育成と成果達成と組織成長」の実現のための社員教育
●教育体制が社員にどのようなインパクトを与えるのか？
●人材育成のPDCAとは？
2019 年
1月 22 日
（火） ●研修を個の育成・成長につなげるための6ステップ
●身に付けるべき知識・スキル・能力をどのように体系化
15：00 ～ 17：00
（2 時間） ●OJT依存の落とし穴
●個人の学びを組織成長につなげるためには？
2018 年

代表

知らないと怖い、会社経営の落とし穴
～従業員に対する安全配慮義務等の
労務管理を中心に～
講師：野田

●管理職の役割を理解しているか？
●管理とは？マネジメントとは？ に答えられますか？
9 月19 日
（水） ●ＰＤＣＡサイクル 本当の「意味」と「やり方」
9：30 ～ 17：30
（8 時間） ●部下の「内なる炎」の引き出し方
●やる気を引き出すための３つの条件
●部下の相談に乗ってはいけない
●上手な褒め方・叱り方
●承認・提案・要望の技術
●信頼関係を作る「聴く技術」
2018 年

〇一般価格：10,000 円

●ストレスとは？
●ストレスチェックのワーク
●ストレスの根本原因
～ 17：00
（2 時間） ●ストレスによる疾患
●ストレスの耐性
●ストレス対症療法
●エニアグラム紹介
●マインドフルネス体験
●ストレスフリー職場の創り方の紹介（組織開発）
●アドラー心理学による部下との接し方

●会社を取り巻く社会環境の変化について
●現在の会社が抱える法的リスクとは
●従業員に対する安全配慮義務とは
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●労務管理の重要性
●企業側の弁護士から見た法的リスクへの対応の
失敗事例（うつを抱える従業員に対する対応や、
2019 年
従業員の労働時間管理を中心に）
3 月19 日
（火） ●失敗事例から見る会社に求められる対応とは
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●会社経営において、「法的リスク」に対応する意義
2018 年

8 月 28 日
（火）

●評価制度の目的とは？
●評価制度が機能する前提は、「組織マネジメント」が行われているかどうか
8 月 29 日
（水） ●評価制度ではなく、まずは「評価の仕組み」を作る！
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●戦略実行、理念体現、業績向上につながるか？
●社員に求めるものが明らかになっているか？
●期待要件・評価制度・報酬制度・教育制度をどうやって連動させるか？
●評価制度の設計手順
●今ある評価制度を機能させるためのチェックポイント（土台編）
●今ある評価制度を機能させるためのチェックポイント（運用編）
2018 年

●部長の役割
●戦略×実行力
●これまでの人材育成、これからの人材育成
15：30 ～ 17：30
（2 時間） ●科学技術の変化と人材育成
●組織と人材育成
●人が育つ方程式を考える
2019 年
2 月19 日
（火） ●人が育つ組織風土
●チームマネジメント
10：00 ～ 12：00
（2 時間） ●チームのタイプと、取るべきリーダーシップスタイル
2018 年

9月4日
（火）

●部長の役割
●部長が絶対しなければならない3つの事
●成果=戦略×実行力
18：30 ～ 20：30
（2 時間） ●戦略とは
●方針とは
●自社の戦略・方針を点検する
2019 年
浸透、実行、フォロー
3月5日
（火） ●戦略の理解、
●自社ケース
2018 年

9 月11日
（火）

10：00 ～ 12：00
（2 時間）

【特別無料セミナー】
広告費や営業コストをかけずにできる
D7 中小企業のコンテンツマーケティング
講師：門脇

純

株式会社インフォデザイン 代表取締役

〇ワンネス会員：無料

D8

人材育成につながる
管理会計の考え方
講師：森

太樹

講師：森

太樹

税理士法人鶴田会計 公認会計士

9 月 26 日
（水）

13：00

講師：宮川

●管理会計とは？必要性とは？
●経営に役立つ管理会計、５つの種類とは？
●人を育てる管理会計フォーマットとは？
～ 15：00
（2 時間） ●管理会計をどのように構築していくのか？
●管理会計を損益改善に役立てるツボ
●管理会計導入にあたって気をつけるべき注意点
●運用は人の気持ちが最も重要

●決算書の目的
●3種類の財務諸表について
10 月 23 日
（火） ●決算書が読めるとわかってくること
13：00 ～ 15：00
（2 時間） ●収益性分析で収益の上げ方をマスター
●安全性を分析し、資金繰りを理解
●生産性向上のポイントをつかむ
2018 年

〇一般価格：10,000 円

幹部・管理職なら必ず身に付けておくべき
PDCA 力と仕組み化力
淳哉

2018 年

●ミニ経営者としてPDCAを回す
●復元型問題解決をPDCAサイクルで進める

10 月 23 日
（火） ●設定型問題解決をPDCAサイクルで進める

16：00 ～ 18：00
（2 時間） ●標準の仕組みをPDCAサイクルで管理する
●Plan（計画）：外してはいけない５W2H
●できない理由・リスクを事前に盛り込む
●Do（実行時）：ヤリきるためのコツ
●Check（確認・フォロ－）：5つの説明責任
●Action（改善・仕組化）：標準化・横展開

株式会社ワンネス・コンサルティング 代表取締役

〇ワンネス会員：無料

D11

2018 年

〇一般価格：10,000 円

初心者・管理職も必見！
絶対に分かるようになる決算書の見方

〇ワンネス会員：無料

D10

9 月13 日
（木）

税理士法人鶴田会計 公認会計士

〇ワンネス会員：無料

D9

〇一般価格：無料

●近年のメディアと消費者をめぐる環境変化
●中小企業の情報発信型（コンテンツ）マーケティングの仕組み（全体像）
●顧客の注目を集めるコンテンツとは
13：00 ～ 15：00
（2 時間） ●見込み客を集める施策（Webサイト、ブログ、SNS、
イベント、セミナー、キャンペーン、小冊子、SEO、
リスティング広告、SNS広告、DM）
2019 年
イベント、メルマガ、DM、ニュースレター）
3 月12 日
（火） ●見込み客を顧客化する施策（ブログ、SNS、
●ブランド化・差別化を図る施策
13：00 ～ 15：00
（2 時間） （パーソナルブランディング、差別化コンセプト、
データや写真による説明、マスメディアPR）
2018 年

〇一般価格：10,000 円

【特別無料セミナー】
雇用関係助成金活用セミナー
講師：土江

啓太郎

ワンネス社会保険労務士事務所 所長

〇ワンネス会員：無料

〇一般価格：無料

2018 年

●助成金とは何か？
●助成金に共通する不支給条件
●同じ採用でも、知っている人しか受給していない
～ 12：00
（2 時間） 助成金
●研修にも助成金の利用は可能なの？
●社員評価制度で利用可能な助成金
●社員の福利厚生を上げつつ、受給が出来る助成金
●Ｈ28/4/1施行された女性活躍推進法で
助成金はどう変わる？

11月13 日
（火）

10：00

