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カリキュラム名 キャリア・オーナーシップ

カリキュラムで
学べる内容

テーマの狙い
講座概要

カリキュラム概要

講師

双方向ライブ
開催日程

「キャリア・オーナーシップ」とは、個人一人ひとりが『これからの仕事や実力はどうありたいか、如何に自己実現したいか』を意
識して、納得のいく仕事人生を築くための行動をとっていくことです。
分かりやすくいうと、自身の仕事や実力は会社からただ与えられることを待っているのではなく、自らの責任と自覚において作
り上げてゆくものであることを理解し、行動してゆく「心構え」を持つことです。
これは何を学ぶかを自ら発見し、自身で能力のバージョンアップをさせる力です。
自分にとってどのような新たな知識やスキルを獲得してゆくのか目標ができるので、環境の変化は不安の原因ではなくチャン
スの元になります。
さらに、上司や経営者からみて頼られる、仕事を得続けられる人となります。

「自らの責任と自覚において作り上げてゆくものであることを理解し、行動してゆく『心構え』を持て」と言われてもイメージで
きないかと思います。そのサポートをするのがこの講座です。
どんな仕事にやりがいを感じるのか、すでにどのような能力が身についているのか等の「客観的な自分」を知るワークショップ
が中心です。ですので気づきも多く楽しいものとなっています。

この講座の学び方

キャリア・オーナーシップとは

自分の価値観を知る今までの仕事を振り返る

自分の価値観を知るロールモデル

できるコト抽出

今、そこにあるチャンス

3年後の成長目標

能力開発計画

まとめ

講座の学習方法。

これまでの仕事を振り返り、仕事に対する価値観を認識します。

見本となる人物を通して、仕事に対する価値観を認識します。

これまでの仕事を振り返り、自分自身が得てきた能力を把握します。

自分を取り巻く環境の中から、自身の成長のチャンスを見つけ出します。

学んだ内容を振り返ります。

なぜキャリア・オーナーシップが必要なのか、今の社会背景などを基に
理解します。

３年後、自身がどのようなプロフェッショナルとして活躍していたいか理想
像を描き出します。

理想像に向け、自身の能力を強化していく計画を作り、次に何をなすべきか
明らかにします。

・講師①　氏名：宮島 忠文　所属：株式会社社会人材コミュニケーションズ代表取締役
・講師②　氏名：安藤　功　 所属：株式会社社会人材コミュニケーションズ取締役

平成30年10月23日（火）13：30～15：00
＊今後、双方向ライブ開催日程を追加いたします。

講座名 講座概要

ワークショップ
開催日程

注意事項

【東京会場】:平成30年9月20日（木）10 :00～17 :00、9月27日（木）10 :00～17 :00、10月4日（木）10 :00～17 :00、
10月11日（木）10 : 0 0～17 : 0 0、10月18日（木）10 : 0 0～17 : 0 0、10月25日（木）10 : 0 0～17 : 0 0、11月1日（木）
10 :00～17 :00、11月8日（木）10 :00～17 :00、11月15日（木）10 :00～17 :00
※今後、ワークショップ開催日程・開催会場を追加いたします。

・リフレクション（自らを振り返ること）によるワークショップと解説が中心となります。
・双方向ライブは200名定員制となります。開始30分前から参加できますのでお早めにご参加ください。
・ワークショップは申込先着順となります。お早目にお申込ください。現在申込可能日のみ記載しております。
・双方向ライブ、ワークショップ開催日程、ワークショップ会場は、平成31年2月まで順次追加されます。最新情報については
シラバスでご確認ください。

平成30年8月20日版



カリキュラム名 社 会 人 基 礎力

カリキュラムで
学べる内容

テーマの狙い
講座概要

カリキュラム概要

「人生100年時代の社会人基礎力」を身につけます。
これまで以上に長くなる個人の企業・組織・社会との関わりの中でライフステージの各段階で活躍し続けるための「社会人基
礎力(前に踏み出す力・チームで働く力・考え抜く力)を習得・獲得していきます。

専門知識を使いこなし能力を発揮するためには、相応の基礎力が必要になります。
その基礎力にあたる「社会人基礎力」の3つの能力/12の能力要素に関連する「行動特性」を測り可視化して、磨き高めるべき
能力を明確にして受講できます。

前に踏み出す力（１）主体性を高める

前に踏み出す力 （２）働きかけ力を高める

前に踏み出す力 （３） 実行力を高める

チームで働く力 （１）発信力を高める

チームで働く力 （２）傾聴力を高める

チームで働く力 （３）柔軟性を高める

チームで働く力 （４）状況把握力を高める

チームで働く力 （５）規律性を高める

考え抜く力 （１）課題発見力を高める

考え抜く力 （２）創造力を高める

考え抜く力 （３）計画力を高める

チームで働く力 （６）
ストレスコントロール力を高める

前に踏み出す力の中の「主体性を高める」とは、物事に進んで取り組む
力のことを指します。この力を自身が普段どの程度発揮しているか検査
結果を通して確認したうえで、高めるための手法を学びます。

前に踏み出す力の中の「働きかけ力」とは、他人に働きかけ巻き込む力の
ことを指します。どんな環境にあっても人間関係を作っていくことができ
る力はとても大切なものです。この力を自身が普段どの程度発揮してい
るか検査結果を通して確認したうえで、高めるための手法を学びます。

チームで働く力の中の「発信力」とは、自分の意見をわかりやすく伝える
力を指します。人間関係の中で、自分の気持ちや意見を上手に伝えてい
くことが求められます。この力を自身が普段どの程度発揮しているか検
査結果を通して確認したうえで、高めるための手法を学びます。

チームで働く力の中の「状況把握力」とは、自分と周囲の人々や物事との
関係性を理解する力のことを指します。周囲を俯瞰し今まで以上に情報
をキャッチできるようになるためにはどのような行動をどのように高め
ればよいかを学びます。

チームで働く力の中の「規律性」とは社会のルールや人との約束を守る力
のことを指します。対人関係の中で相手が自分に何を期待しているのかを
確認しながら物事を進めていくことはとても大切なことです。この力を自身
が普段どの程度発揮しているか検査結果を通して確認したうえで、高める
ための手法を学びます。

チームで働く力の中の「ストレスコントロール力」とは、ストレスの発生源に
対応する力のことを指します。人と人とのかかわりの中でストレスをなくす
ことは不可能です。ストレスに対してどのように対処していけばよいのか、
自身の検査結果を踏まえて、高めるための手法を学びます。

「考え抜く力」における「課題発見力」とは、「売上が落ちている」のような問
題に直面したときに、「どこに最も大きな問題があるのか」を発見すること。
このためのツールであるロジックツリー(樹形図)の作成方法のうち、「トッ
プダウンアプローチ」を学びます。

「考え抜く力」における「創造力」とは、ビジネス上の課題を解決するための
「アイディア」を幅広く発想すること。そのためのツールであるロジックツ
リーの作成方法のうち、「ボトムアップアプローチ」を学びます。

「考え抜く力」における「計画力」とは、ビジネス上の問題を解決するための
アイディアを綿密な計画に落とし込み、その仕事に関わる人すべてに周知
徹底すること。これによって、組織として問題解決に取り組むことができる
ようになります。「企画ワークシート」を埋めることによって綿密な計画に必
要な要素を学びます。

チームで働く力の中の「柔軟性」とは、意見の違いや立場の違いを理解する
力のことを指します。相手の意見を受け入れ、自分の意見に組み込んでいく
ことにより、新たなアイディアや打ち手が見つかります。この力を自身が普
段どの程度発揮しているか検査結果を通して確認したうえで、高めるため
の手法を学びます。

チームで働く力の中の「傾聴力」とは、相手の意見を丁寧に聴く力のこと
を指します。周囲から発せられる情報に対して主体的に情報を掴むため
にはどのような行動をどのように高めればよいかを学びます。

前に踏み出す力の中の「実行力」とは、目的を設定し確実に行動する力
のことを指します。困難な状況でもあきらめずに実行する積極性や粘り
強さを高めるための手法を学びます。

社会人基礎力（1 / 2）

平成30年8月20日版

講座名 講座概要



講師

双方向ライブ
開催日程

＜チームで働く力・前に踏み出す力＞
・講師①　氏名：米田　久美子　所属：株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント
・講師②　氏名：醍醐　道子　　所属：株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント 
・講師③　氏名：飯塚　靖夫　　所属：株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント　商品企画部　部長補佐

＜考え抜く力＞
・講師①　氏名：木田 知廣　　所属：シンメトリー・ジャパン
・講師②　氏名：藤原 敬行　　所属：シンメトリー・ジャパン提携講師
・講師③　氏名：岡安 裕一　　所属：シンメトリー・ジャパン提携講師
・講師④　氏名：国分 さやか   所属：シンメトリー・ジャパン提携講師

平成30年10月16日（火）19 :00～20 :30、11月6日（火）19 :00～20 :30
※今後、双方向ライブ開催日程を追加いたします。

ワークショップ
開催日程

注意事項

【東京会場】:平成30年9月25日（火）10 : 0 0～17 : 0 0、10月10日（水）10 : 0 0～17 : 0 0、10月17日（水）10 : 0 0～
17 :00、10月26日（金）10 :00～17 :00、11月2日（金）10 :00～17 :00、11月12日（月）10 :00～17 :00、11月14日
（水）10 :00～17 :00
※今後、ワークショップ開催日程・開催会場を追加いたします。

・講座受講前に行動特性診断の受検が必須条件となります。
・双方向ライブは200名定員制となります。開始30分前から参加できますのでお早めにご参加ください。
・ワークショップは申込先着順となります。お早目にお申込ください。現在申込可能日のみ記載しております。
・双方向ライブ、ワークショップ開催日程、ワークショップ会場は、平成31年2月まで順次追加されます。最新情報については
シラバスでご確認ください。

社会人基礎力（2 / 2）

平成30年8月20日版



［基礎］
＜現場改善への第一歩「2S」＞＜ムリ、ムダ、ムラの見つけ方＞
株式会社船井総合研究所　上席コンサルタント　川原 慎也 氏
＜お金の流れから現場を読み解く「決算書読解術」＞
株式会社船井総合研究所　金融財務支援部 チームリーダー　チーフ経営コンサルタント　谷 翔太 氏
＜IT化・ロボット化できる生産・財務管理業務の見極め方＞
株式会社船井総合研究所　上席コンサルタント　斉藤 芳宜 氏

［応用］
＜バックオフィスを革新する「クラウド会計活用術」＞
株式会社船井総合研究所　シニア経営コンサルタント　宮井　亜紗子　氏
＜在庫を見える化する「在庫管理ツール活用術」＞
株式会社船井総合研究所　ロジスティクスコンサルティング部　副部長　西村 和洋 氏
＜生産管理の常識を変える、クラウドを活用した工場のIoT化＞＜生産管理の常識を変えるRPA＞
株式会社船井総合研究所　上席コンサルタント　中小企業診断士　片山 和也 氏

［事例］
＜事例にみる成功企業の「人手不足解消術」＞
調整中

カリキュラム名 専門知識①　現場を一新させる「人手不足解消術」

カリキュラムで
学べる内容

テーマの狙い
講座概要

カリキュラム
概要

基礎

応用

事例

１．現場改善の第一歩となる2S（「整理」、「整頓」）が理解できます
２．ムリ、ムダ、ムラの見つけ方（職場の課題発見方法）を学びます
３．業務の細分化と人手不足解消の関係性が理解できます

社内のムリ・ムダ・ムラを明らかにし、人手不足の解消を実現できる業務内容を見極めるために必要な視点や手法等を学ぶこ
とが狙いです。

現場改善への第一歩「2S」

ムリ、ムダ、ムラの見つけ方

お金の流れから現場を読み解く「決算書読解術」

バックオフィスを革新する「クラウド会計活用術」

在庫を見える化する「在庫管理ツール活用術」

生産管理の常識を変えるRPA

事例にみる成功企業の「人手不足解消術」

生産管理の常識を変える、
クラウドを活用した工場のIoT化

IT化・ロボット化できる
生産・財務管理業務の見極め方

現場改善の第一歩である「整理」、「整頓」の意義、効果、具体的な進め
方、並びに担当者に必要な意識や姿勢等を学びます。

ムリ・ムラ・ムダを発見する着眼点や5Why分析を学ぶとともに、分析により発見
した原因に対処する際に使われるECRS（改善の4原則）等について学びます。

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の読み方のポイントを
学ぶとともに、お金の流れと企業活動の関係性が理解できます。

IT化・ロボット化を図る上で業務を細分化する重要性を学ぶとともに、ロ
ボット化等を実施すべきか判断する際に参考となる基準等が理解できます。

freee、MFクラウド、弥生オンラインなどの「クラウド会計」を活用する
ことにより、実現可能なことと活用した場合の効果等を学びます。

CAM MACSなどの「在庫管理ツール」を活用することにより、実現可能
なことと活用した場合の効果等を学びます。

自社工場でもすぐに検討・導入できるクラウド技術について理解し、工場
のIoT化を推進する方法を学びます。

RPAで実現可能となっている業務等について理解するとともに、導入の
プロセスと留意点等を学びます。

調整中

講師

双方向ライブ
開催日程

調整中

調整中ワークショップ
開催日程

注意事項

・講座内容、 講師が変更になる場合があります。
・双方向ライブは200名の定員制となります。開始30分前から参加できますのでお早めにご参加ください。
・ワークショップは申込先着順となります。お早目にお申込ください。現在申込可能な日程のみ記載しております。
・双方向ライブ、ワークショップ開催日程、ワークショップ会場は、平成31年2月まで順次追加されます。最新情報については
シラバスでご確認ください。

平成30年8月20日版

講座名 講座概要



注意事項

・講座内容、 講師が変更になる場合があります。
・双方向ライブは200名の定員制となります。開始30分前から参加できますのでお早めにご参加ください。
・ワークショップは申込先着順となります。お早目にお申込ください。現在申込可能な日程のみ記載しております。
・双方向ライブ、ワークショップ開催日程、ワークショップ会場は、平成31年2月まで順次追加されます。最新情報については
シラバスでご確認ください。

ワークショップ
開催日程

【東京会場】:平成30年10月12日（金）10 : 0 0～17 : 0 0、10月20日（土）10 : 0 0～17 : 0 0、10月24日（水）10 : 0 0～
17 :00、10月31日（水）10 :00～17 :00　
※今後、ワークショップ開催日程を追加いたします。

双方向ライブ
開催日程

調整中

講師

［基礎］［応用］
株式会社カレッジフェイス　代表取締役　岩岡 博徳 氏

［事例］
調整中

カリキュラム名 専門知識②　仕事の効率をアップさせる「生産性向上術」

カリキュラムで
学べる内容

テーマの狙い
講座概要

カリキュラム
概要

基礎

応用

事例

１．職場の生産性向上に係る現状が理解できます
２．可視化された職場の生産性が分析できるようになります
３．生産性向上の目的の定め方と業務フローの設計方法を学びます
４．新たな業務フロー導入時の流れとポイントを学びます

現状の業務と成果を見える化した上で、新たな業務フローの作り方や業務改善の進め方を具体的な手法等を交えて学ぶこと
が狙いです。

業務と成果を見える化する方法

生産性アップの道筋が見えるロジックツリー

社内をまるごと効率化する業務フローの作り方

生産性アップを実現する業務改善の進め方

アウトプットを劇的に変える多能工化

ペーパーレスを実現する「文書電子化術」

プロジェクト管理が徹底できる「クラウド活用術」

対費用効果が事前に見える「設備投資術」

事例にみる成功企業の「生産性向上術」

社内を活性化する
「コミュニケーションツール活用術」

生産性向上と業務・成果の見える化の関係性及び見える化のメリットを理解す
るとともに、タスクボード・ワークサンプリング等の具体的な手法を学びます。

ロジックツリーのメリット、種類（原因究明、問題解決、要素分科）と作成
プロセス、MECE等のポイントを学びます。

業務フロー作成時の目的設定方法と作り方を学びます。また、I T化に
よって業務の改善を図る場合、他部門の業務と併せて改善を図り、高い
効果を実現する上での着眼点を学びます。

PDCAの考え方、担当・責任の明確化や課題・スケジュール管理など、業
務改善を図る上で重要な考え方や手法等を学びます。

多能工化の目的設定方法、多能工化を実現するための取り組み手順、計画
の作り方、並びに留意点等について学びます。また、シフト管理を円滑にす
るツールが多能工化に有益であることが理解できます。

文書電子化の目的、メリット、具体的な進め方、並びにシステム・情報管
理などとの関係性を学びます。

Slack、k in toneなどの「コミュニケーションツール」を活用することによ
り、実現可能なことと活用した場合の効果等を学びます。

Back logなどのプロジェクト管理に有益な「クラウドツール」を活用する
ことにより、実現可能なことと活用した場合の効果等を学びます。

設備導入により生産性向上を図る際、事前に対費用効果を推し量る上で
重要な考え方や算出方法等を学びます。

調整中

平成30年8月20日版

講座名 講座概要



注意事項

・講座内容、 講師が変更になる場合があります。
・双方向ライブは200名の定員制となります。開始30分前から参加できますのでお早めにご参加ください。
・ワークショップは申込先着順となります。お早目にお申込ください。現在申込可能な日程のみ記載しております。
・双方向ライブ、ワークショップ開催日程、ワークショップ会場は、平成31年2月まで順次追加されます。最新情報については
シラバスでご確認ください。

ワークショップ
開催日程

調整中

双方向ライブ
開催日程

調整中

講師 調整中

カリキュラム名 専門知識③　お客様をファンにさせる「情報活用術」

カリキュラムで
学べる内容

テーマの狙い
講座概要

カリキュラム
概要

基礎

応用

事例

１．社内から情報が集まる仕組みの作り方が理解できます
２．集めた情報を可視化・分析する方法を学びます
３．集めた情報を効果的に活用する方法が理解できます
４．情報の可視化・分析・活用に取り組めます
５．顧客データのビッグデータ分析等により可能なことを学びます

情報を企業活動に活かせるよう、情報を集める方法から、可視化・分析の方法及び活用の仕方まで切れ目なく学ぶことが狙い
です。

貯める情報と捨てる情報の見極め方

社員から価値ある情報を集める方法

価値ある情報を集める「WEB活用術」

集めた情報を可視化するテクニック

顧客との信頼関係を強化する「データ活用術」

最先端の「IoT×ビッグデータ分析術」

事例にみる成功企業の「情報活用術」

情報活用の意義を理解するとともに、貯めるべき情報と捨てても支障な
い情報を見極める上での着眼点を学びます。

業務日報からコミュニケーションツールまで、日常の業務の中で社員か
ら質の高い情報を収集するための方法を学びます。

WEB上のどこに管理部門にとって重要な情報が存在しているか、並び
に有益な情報を収集する上でのポイントと方法を学びます。

Exce lを用いてすぐできる可視化の方法を学ぶとともに、自動で可視化
できるツールの活用方法が理解できます。

ABC分析やRFM分析等、顧客との関係性を表すデータの作り方、分
析・活用方法を学びます。

顧客データのビッグデータ分析等を行うと、どのような情報を得ること
ができ、企業活動のどのような場面で活用可能なのか学びます。

調整中

平成30年8月20日版
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メディアに取り上げられる
タイトル・リード文の作り方

注意事項

・講座内容、 講師が変更になる場合があります。
・双方向ライブは200名の定員制となります。開始30分前から参加できますのでお早めにご参加ください。
・ワークショップは申込先着順となります。お早目にお申込ください。現在申込可能な日程のみ記載しております。
・双方向ライブ、ワークショップ開催日程、ワークショップ会場は、平成31年2月まで順次追加されます。最新情報については
シラバスでご確認ください。

ワークショップ
開催日程

調整中

双方向ライブ
開催日程

調整中

講師 調整中

カリキュラム名 専門知識④　会社を注目させる「広報宣伝術」

カリキュラムで
学べる内容

テーマの狙い
講座概要

カリキュラム
概要

基礎

応用

事例

１．情報量の変化と情報過多の時代に拡散する情報が理解できます
２．情報設計図の作成プロセスとポイント等が理解できます
３．効果的なタイトル・リード文の作成方法を学びます
４．WEBライティングの技術を学びます

顧客が拡散する情報とはどのようなものかを理解し、この点を意識した情報の設計及び発信方法を学ぶことが狙いです。

情報が伝わる・ 広がる会社の「情報発信術」

広報・PRがうまくいく情報設計図の作り方

広報・PRに役立つ素材の集め方

社員を通した情報の広げ方

購買へと導く「WEBライティング術」

認知度を高める「SNS活用術」

事例にみる成功企業の「広報宣伝術」

販促等に費用や手間をかけることなく、口コミで情報を広げている手法
等を通し、拡散する情報と無視される情報の差が理解できます。

広報・PRにおけるターゲット、各広報・PRツールを用いる目的及び必
要な情報が盛り込まれた情報設計図の作り方を学びます。

広報・PRに有益な素材がどのようなものか理解するとともに、社内の各
部署から広報・PRに役立つ素材の集め方を学びます。

社員を介して自社や自社商品等の情報を広めるために、社員に発する各
種メッセージの内容や伝え方のポイント等を学びます。

新規性・独自性・社会性等、メディアに取り上げられる上でのポイントを
学ぶとともに、優れたタイトルとリード文の書き方を学びます。

紙の販促ツールとWEBツールの書き方の違いを理解しつつ、「情報の
認知」、「自社への共感」、「購買の説得」など、目的別のWEBライティン
グのポイントを学びます。

SNSと他のメディアとの違いを理解しつつ、写真中心・ワンメッセージ
とする等、SNSで効果的に情報発信する上でのポイントを学びます。

調整中

平成30年8月20日版
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注意事項

・講座内容、 講師が変更になる場合があります。
・双方向ライブは200名の定員制となります。開始30分前から参加できますのでお早めにご参加ください。
・ワークショップは申込先着順となります。お早目にお申込ください。現在申込可能な日程のみ記載しております。
・双方向ライブ、ワークショップ開催日程、ワークショップ会場は、平成31年2月まで順次追加されます。最新情報については
シラバスでご確認ください。

ワークショップ
開催日程

【東京会場】:平成30年9月28日（金）10 : 0 0～1 7 : 0 0、1 0月9日（火）10 : 0 0～1 7 : 0 0、1 0月23日（火）10 : 0 0～
17 :00、11月7日（水）10 :00～17 :00
※今後、ワークショップ開催日程を追加いたします。　 

双方向ライブ
開催日程

調整中

講師 株式会社クレオ　営業開発部 兼 教育研修部 部長　倉林 武也 氏

カリキュラム名 専門知識⑤　売上をアップさせる「営業販売術」

カリキュラムで
学べる内容

テーマの狙い
講座概要

カリキュラム
概要

基礎

応用

事例

１．顧客の価値観や購買行動の変化と顧客の行動を変える営業・販売について理解できます
２．顧客の心のツボの探り方と購買行動を可視化する方法が理解できます
３．営業・販売企画の作成プロセスとポイントが理解できます
４．実践的で時代に即した営業販売手法が理解できます

購買行動が多様化している現状を踏まえて、時代に即した営業販売手法をを体系的に学ぶことが狙いです。

売れない時代に勝てる「営業・販売術」

顧客の心のツボと買いたい気持ちのつくり方

顧客の動きを見える化する方法

売上に差がつく営業・販売企画の作り方

店舗とWEBを連動させて売上アップする方法

客単価をアップさせる提案型セールスの極意

お客様が押し寄せる「販促ツールとテーマ」

事例にみる成功企業の「営業販売術」

顧客の価値観・購買行動と営業・販売環境の変化を理解するとともに、顧客
の心理を動かし、行動を変える営業・販売とはどのようなものかを学びます。

潜在的なニーズの重要性と見つけ方、潜在的なニーズを営業・販売に
活かし、顧客の購買行動を変える方法を学びます。

多様化する顧客の導線、顧客との様々な接点を踏まえ、顧客の購買プロ
セスを見える化する方法を学びます。

営業・販売の評価方法を理解するとともに、営業・販売に係る課題の捉
え方、目的設定方法及び営業・販売企画の作り方を学びます。

見える化された顧客の購買プロセスを踏まえて、店舗とWEBを連動さ
せて売る方法を学びます。

体験ストア等の新たな販売方法から、店舗での体験を魅力的にするデジ
タルサイネージ等まで、提案型セールスの新しい手法について学びます。

来店するとポイントが貯まるアプリやリピートを促すツールなど、集客や
顧客との関係強化につながる販促ツールの活用方法等を学びます。

調整中
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注意事項

・講座内容、 講師が変更になる場合があります。
・双方向ライブは200名の定員制となります。開始30分前から参加できますのでお早めにご参加ください。
・ワークショップは申込先着順となります。お早目にお申込ください。現在申込可能な日程のみ記載しております。
・双方向ライブ、ワークショップ開催日程、ワークショップ会場は、平成31年2月まで順次追加されます。最新情報については
シラバスでご確認ください。

ワークショップ
開催日程

双方向ライブ
開催日程

調整中

調整中

講師 株式会社ディライトデザイン　代表取締役　朝岡 崇史 氏

カリキュラム名 専門知識⑥　お客様を感動させる「サービス向上術」

カリキュラムで
学べる内容

テーマの狙い
講座概要

カリキュラム
概要

基礎

応用

事例

１．顧客の本音を集める方法やサービスに対する顧客満足度を測る方法が理解できます
２．顧客の事前期待とサービスの関係性が理解できます
３．顧客がサービスの価値をWEBで拡散してくれる仕組みの作り方を学びます
４．WEB上での炎上を防ぐ対応方法を学びます

顧客満足度の向上に向けて、サービスの現場をどう強化すべきか、その考え方と手法を学ぶことが狙いです。

お客様の満足度のとらえ方

10秒で印象をよくする接客テクニック

WEB上で炎上しない「クレーム対応術」

お客様の本音を引き出す「情報収集術」

事例にみる成功企業の「サービス向上術」

「NPS（Net  P romote r  Sco re）」を取り上げ、顧客ロイヤルティを数
値化する指標の考え方と測り方を理解することで、まずは自社サービス
の現状が把握できます。

顧客がサービスを利用している時間は数時間であったとしても、顧客満
足度は顧客と接している10数秒で決まることを理解し、わずかな時間
で満足度を高める接客方法を学びます。

WEB上の情報がサービス利用の決め手になる現代において、事前に提
供すべき情報の内容と質を踏まえながら、現場でどのようなサービスを
提供すべきか学びます。

現代は、情報が氾濫しているため、企業が自ら発信した情報は無視され
る傾向にあります。そのため、顧客に好意的な情報を発信してもらうこと
が重要ですが、そのためにSNS用の写真撮影スポットを用意する等、
サービスの現場をどう変えていくべきか学びます。

調整中

お客様から得られる本音が、新たなサービスやサービスの改善につなが
ることを踏まえ、お客様から積極的に情報を取りに行くための手法（口コ
ミを投稿した際のポイント付与等）を学びます。

現代は、お客様への些細な対応がWEB上での炎上につながりかねない
状況にあります。そのため、炎上を未然に防ぐためのルールづくりや日頃
のお客様対応で気をつけるべき点等を学びます。また、適切な初動、迅速
な対応、社会的視点など、WEB上で炎上してしまった際に重要となる視
点や対応方法も併せて学びます。

事前の期待を裏切らないお客様の
「満足度向上術」

お客様が営業マン？顧客に
宣伝してもらう仕組みづくり

平成30年8月20日版
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カリキュラム名 専門知識⑦　社員のやる気をアップさせる「人づくり術」

カリキュラムで
学べる内容

テーマの狙い
講座概要

カリキュラム
概要

基礎

応用

事例

１．社員の業務内容・時間、モチベーション及びスキルを見える化する方法を学びます
２．柔軟な人事制度の設計方法と制度を支えるツールが理解できます
３．人材の確保に向けたコンテンツの作り方を学びます
４．採用に効果的なITツールの使い方を学びます

社員や職場を見える化し、社内の信頼関係構築と人材確保等を実現する方法などを学ぶことが狙いです。

社員の本音がわかる「職場診断術」

社員のスキルを見える化する方法

多様な働き方に合わせた人事制度の作り方

優秀な人材を惹き付ける「企業の魅力発信術」

優秀な人材が集まる「ITツール活用術」

優秀な人材を惹き付ける「リクルーター養成術」

事例にみる成功企業の「人づくり術」

作業内容・時間を見える化する「Of f i c e  365」、社員のコンディション
変化発見ツール「Geppo」など、現代は職場の状況を診断しやすくなっ
ています。そのため、このような新たなツールを紹介しつつ、職場を診断
する方法を学びます。

アンケートから「SK I LL  NOTE」などのツールまで、社員のスキルを見
える化する方法を学びつつ、社員の育成・適材適所を図るための考え方
について理解が深まります。

近年はライフスタイルが多様化しており、優秀な人材の採用・定着のた
めには柔軟な人事制度（選択型人事制度等）と制度を支えるツール（情
報共有クラウド、遠隔会議等）が欠かせません。そこで、多様な働き方を
支える人事制度、並びに制度とツールの関係性について学びます。

見える化された職場の状況や社員のスキルなど、人事データに基づいて
人事考課・評価制度をどのように設計するかを学びます（人事データと
人事考課・評価制度を関連付ける方法を学びます）。

採用情報を会社そのもの（理念的なものや職場環境に関するもの等）と
業務内容・採用条件に関するものの2つに分け、各々の魅力をどう整理
し、伝えていくべきかを学びます。

企業の魅力をコンテンツ（企業の採用ページ等）に仕上げる上で重要な点
を学ぶとともに、採用時に有益なITツールの機能、位置づけ、組み合わせ方
等を学びます。

求職者と最も接点が多く、会社の顔となるリクルーター。優秀な人材を求
職者から入社志望者へと変えるため、リクルーターとして必要な心構えや
入社志望者との接し方を学びます。

調整中

社員をやる気にさせる
人事考課・評価制度の作り方

注意事項

・講座内容、 講師が変更になる場合があります。
・双方向ライブは200名の定員制となります。開始30分前から参加できますのでお早めにご参加ください。
・ワークショップは申込先着順となります。お早目にお申込ください。現在申込可能な日程のみ記載しております。
・双方向ライブ、ワークショップ開催日程、ワークショップ会場は、平成31年2月まで順次追加されます。最新情報については
シラバスでご確認ください。

ワークショップ
開催日程

双方向ライブ
開催日程

調整中

調整中

調整中

講師

平成30年8月20日版

講座名 講座概要



ワークショップ開催会場

東京会場

札幌会場

仙台会場

名古屋会場

大阪会場

広島会場

高松会場

福岡会場

那覇会場

〒103 -8548東京都中央区日本橋小網町14番1号（住生日本橋小網町ビル）
日刊工業新聞社　本社・東京支社 ビジログワークショップ実施ルーム

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定
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