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★日 時  ＜各日１０：００～１７：００ （昼食休憩１２：３０～１３：３０）＞ 

第１回 ２０２１年１０月 ７ 日（木） 「リーダーシップ ① 」 

第２回 ２０２１年１１月 ４ 日（木） 「リーダーシップ ② 」 

第３回 ２０２１年１２月 ２ 日（木） 「メンバー育成 ① 」 

第４回 ２０２２年 １ 月１３日（木） 「メンバー育成 ② 」 

第５回 ２０２２年 ２ 月１０日（木） 「マネジメント ① 」 

第６回 ２０２２年 ３ 月１０日（木） 「マネジメント ② ＋ 全体まとめ 」         

★リアル受講とオンライン受講の切り替えが可能です★ 

本セミナーは、リアル受講が基本ですが、新型コロナウイルスの感染拡大状況等によって 

Zoomによるオンライン受講に切り替えることが可能です。 

主催 大阪中小企業投資育成株式会社 

コミュニケーション能力と決断力を鍛える！ 

２０２１年１０月７日（木）開講（６ヵ月コース） 

Zoom によるオンライン受講にも対応します！ 



 

はじめに 

☆３年間で結果を出せないリーダーは、良きリーダーになる可能性は低いと言い

ます。 

☆リーダーの役割は、①リーダーシップの発揮、②メンバーの育成、③チームの

マネジメントです。そのためにはメンバーとの「信頼関係」はなくてはならないも

のであり、このための「ブレない基本姿勢」と「コミュニケーション能力」は非常

に重要です。 

☆この基本的なことをおさえていないリーダーは、「決断力」に欠け、空回りし、 

チームをまとめ動かして、チームの成果を上げることが難しいと言えます。 

☆企業の多くは、プレーヤーとして成果を上げてきた人材を管理職に登用してい

ます。しかし、そのような人材が必ずしもチームとしての成果を上げられるとは

限りません。むしろ昇格した後、部下を使いこなせずパフォーマンスが落ちる

人も見られます。 

☆これは自分と他人が「違う」ことがわかっていないこと、今までにきちんと基本

教育を受けた上司と出会わなかったことが原因だと言われます。 

☆管理職としての役割で も重要なことは、メンバーを育成し、チームを動かし

て、会社の目標を達成することなのです。 

 

★本スクールの重点課題★ 

①リーダーシップ 
企業が新しいステージにあがるには、リーダーシップの

ある社員の育成がポイントです。 

「俺についてこい」と言うトップダウン型リーダーに加え、

「あの人についていきたい」と思わせるサーバント型   

リーダー（奉仕型リーダー）のスキルを学びます。 

②メンバー育成 
ビジネスの基本は、信頼関係です。 

それなくして「部下育成」も出来ません。 

信頼関係を構築するためのコミュニケーションの 

基本をおさえ、部下育成の実践に迫ります。 

③マネジメント 
組織管理のマネジメントには、チーム目

標の設定、チームづくり、メンバー個々の

目標設定と進捗管理、報奨システムづく

り、メンバーのコミットメントの獲得が必要

です。それらを踏まえてのチーム編成の

考え方と運営方法について学びます。 

① 
 

③ 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

② メンバー育成 

コミュニケーション力・決断力 



 

使用テキスト 

◆講師紹介◆ 

 小 森  康 充 氏  （小森コンサルティングオフィス 代表）  

P&Gジャパン、日本ロレアル、COACHジャパンなど、実力

主義の外資系企業で20年間の営業キャリア、人材育成 

キャリアを積む。 

P&G時代には、当時P&Gトレーナーの世界トップであった

ボブ・ヘイドンよりコミュニケーションスキルとマネジメント 

スキルを直接学び、営業トレーナーとしても社内や得意先

の人材育成に貢献。 

アジアパシフィック最優秀マネージャー等、数々の表彰を

受ける。 

また、世界No.1サクセスコーチといわれるアンソニー・  

ロビンズのコーチングスキルを習得し、20年間の実績が 

証明する卓越したスキルと世界No.1コーチングスキルを 

ミックスした独自の指導スタイルは、わかりやすく実践的と

定評がある。  
★主な著書 

「スベらない商談力」    2009/ 3 /17 かんき出版 

「トップセールスの段取り仕事術」   2012/ 1 /19 PHP研究所 

「リーダー３年目からの教科書」    2013/10/23 かんき出版 

「仕事ができる人はなぜ決断力があるのか」 2017/11/25 生産性出版 

 

◆基本的なすすめ方◆ 

☆管理職・リーダーとしての３つの仕事「リーダーシップ」「メンバー育成」「マネジ

メント」について、基本をおさえ、実例を踏まえて習得します。 

☆カリキュラムは、講義で学んだことを、職場で、繰り返し実践し、その結果を  

次回に発表いただくサイクルで進めます。 

☆グループ単位のディスカッションを基本とし、 

各発表者には講師がカウンセリングいたします。

毎回、事例交換と発表を繰り返します。 

☆習得には繰り返しが重要です。 

何度も何度も愚直に繰り返し、工夫し、実践し、

その結果を発表することでまた気付き、レベル 

アップを図ります。 

☆各回とも、グループディスカッション、ロール  

プレイング、発表を多く取り入れ、受講者が体験

し、職場で実践していただくための内容です。  



 

★本スクールの特徴★ 

１．定着させる 

自分が動いて成果を出す方法と、チームとして成果を出す方法とはまったく違います。 

なぜなら、自分と他人は違うからです。 

ここに新リーダー・管理職のはまり込む落とし穴があります。 

本スクールでは、４つのポイントをサイクルで回すことで実践的に学び、結果に結び  

つけます。愚直に、コツコツと、 基本学習→仮説・計画→実践・検証→気づき のサイ

クルを回し、自分のモノとしていただきます。 

 

 

２．受講者の上司の方との情報共有 

当日の講義内容は、上司の方へメールにてご報告いたします。 

（第１回受講後、上司の方のメールアドレスをご登録いただきます。） 

受講者が学んだことを上司の方にもリアルタイムに把握していただくことで、会社・ 

受講者・現場が一体となって取り組めます。 

 

 

① 基本学習 
基本を解説し、グループディス

カッション、ローププレイングに

より理解を深めます。 

 

③ 実践・検証 
実際の自分の現場で仮説を 
検証し、計画を実践していただ

きます。  

 

② 仮説・計画 
ビジネス活用事例を紹介

し、それをベースに受講者

自らが考え、仮説を立て、 
次の行動を計画します。 

④ 気づき 
毎回、前回の実践結果を 
発表していただき、講師が

補足し、次の行動へとつな

げます。 

繰り返し 

 
 

定 着 



 

 

 

「リーダーシップ ① 」 

リーダーシップは身につけていくモノです。 

リーダーはビジョンを描き、部下の心に火をつけ、部下を通じて結果を出さなければなりません。 

実践例をもとに手法を紹介します。 

１．研修の目的、アイスブレーキング 

２．決断力の秘訣～「正しいことか」を自問自答 

３．感情のマネジメント 

４．心の窓 

５．リーダーシップの３つのＥ 

６．部下のやる気をアップするには？ 

７．良いリーダーになる５つのポイント（前編） 

８．異性の部下との接し方①～基本編 

９．本日のまとめ、決意表明 

 

 

 

「リーダーシップ ② 」 

リーダーのタイプは、トップダウン型とサーバント型（奉仕型）があります。 

これからのリーダーは状況に応じて、このサーバント型も求められます。 

リーダーとして知っておくべきこと・やるべきことについて解説いたします。 

１．本日の目的、アイスブレーキング 

２．前回の復習（ワークショップ） 

３．実践例発表（２名代表）、ベストプラクティス 

４．決断力の秘訣～「具測達一」で目的思考を深化 

５．良いリーダーになる５つのポイント（後編） 

６．トップダウン型リーダーとサーバント型リーダー 

７．リーダーとして知っておくべきこと・やるべきこと 

８．異性の部下との接し方②～留意点 

９．本日のまとめ・決意表明 

第１回 ２０２１年１０月７日（木） １０：００～１７：００ 

第２回 ２０２１年１１月４日（木） １０：００～１７：００ 



 

 

 

「メンバー育成 ① 」 
良い悪いは別にして、自分から学びとる意識がある若手は少なく、教えてもらうのが当たり前と

思っている人は多いものです。 

メンバー育成ポイントについて解説いたします。 

１．本日の目的、アイスブレーキング 

２．前回の復習（ワークショップ） 

３．実践例発表（２名代表）、ベストプラクティス 

４．決断力の秘訣～成功事例を３点セットで分析 

５．信頼関係を築く４つの重要ポイント 

６．メンバー育成のための２つの仕事 

７．人は３ステップで上達する 

８．教えるときに効果的な６つのコツ 

９．異性の部下との接し方③～応用編 

１０．本日のまとめ、決意表明 
 

 

「メンバー育成 ② 」 
メンバー育成とは、部下の「スキルをあげること」と「やる気を上げること」です。 

チームとしての成果を上げるために、メンバーに自分で考えて行動する習慣を身につけさせ、

行動させるための実践ポイントについて解説いたします。 

１．本日の目的、アイスブレーキング 

２．前回の復習（ワークショップ） 

３．実践例発表（２名代表）、ベストプラクティス 

４．決断力の秘訣～決断のための自分の軸を持つ 

５．トレーニングサイクル 

６．メンバーのやる気を測る６つのチェックポイント 

７．やる気を引き上げる３つの秘訣 

８．リーダーとしての決断力 

９．本日のまとめ、決意表明 
 

第４回 ２０２２年１月１３日（木） １０：００～１７：００ 

第３回 ２０２１年１２月２日（木） １０：００～１７：００ 



 

 

 

「マネジメント ① 」 
マネジメントの５つのステップについて解説いたします。 

特に重要な目標設定と戦略立案、そして進捗管理について、チーム作りのポイントも絡めて 

解説いたします。 

１．本日の目的、アイスブレーキング 

２．前回の復習（ワークショップ） 

３．実践例発表（２名代表）、ベストプラクティス 

４．決断力の秘訣～ＯＧＳＭで目標と戦略を伝達 

５．マネジメントの５つのステップ 

６．ＯＧＳＭで目標と戦略を決める 

７．チーム作りで大切な３つのポイント 

８．本日のまとめ、決意表明 

 

 
 

 

「マネジメント ② 」 ＋ 全体まとめ 
メンバー１人１人の目標設定・進捗管理のポイント、チーム運営のコツについて解説いたします。 

さらに 終回としてこれまでの総括を行い、 後の仕上げといたします。 

１．本日の目的、アイスブレーキング 

２．前回の復習（ワークショップ） 

３．実践例発表（２名代表）、ベストプラクティス 

４．決断力の秘訣～明確なビジョンを決め、実行する 

５．メンバーの目標設定と進捗管理 

６．チーム運営のコツ 

７．スキルとしての決断力 

８．全体のまとめ、決意表明 

 
 
 

第６回 ２０２２年３月１０日（木） １０：００～１７：００  

第５回 ２０２２年２月１０日（木） １０：００～１７：００ 



 

 
【リーダーシップ】 ～ストーリーマップ～ 

 

 

【メンバー育成】 ～ストーリーマップ～ 

 



 
 

【マネジメント】 ～ストーリーマップ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出荷の積込み作業で、形状の似た商品部

材などは誤配送が起こっていた。 

そこで新しいルールを作り実践させたら  

ミスがゼロになり、後処理が楽になった。 

部下がミスをしたときに叱るのではなく、 

何故そのミスが起こるのか？どのような 

ルールを作るとミスがなくなるのか？を考

えることの重要性を認識できた。 

部下に面接の仕方を教えるために、研修で

学んだトレーニングのサイクル(①説明→②

見本→③やらせる→④話し合い)を実践した

結果、部下のやる気がアップした。 

トレーニングの４サイクルを実践することの

重要性を認識できた。 

チームに職人気質でマイペースの販促 

担当がいて、デザインを頼んでもなかなか

やってくれず、苦手意識を持っていた。 

研修で、信頼関係を構築するには会話の

コンタクト回数を増やすことが大切だと学

んだので、実践したところ、対応が早くなり

驚いた。信頼構築ができていなかっただけ

だったことに気づいた。 

 受講生からの実践事例の報告例 

今までは、部下に「結論から言え」と話を 

あまり聞いてなかった。研修で、部下の話を

聞くことの重要性を学び、部下の話を 後

まで聞くようにしたところ、きめ細かい報告

があがってくるようになり、問題に対し迅速

に対応できるようになった。 

部下を褒める重要性を学び、部下を５段階

に分けて全員を褒めてみたところ、部下全

員のやる気がアップした。 



 

 

 

 

【対 象】 

管理職・リーダー、将来経営の中軸を担うリーダー候補、支店・チームを 

任せたいリーダー候補 

【日 時】 ＜各日１０：００～１７：００ （昼食休憩１２：３０～１３：３０）＞  

第１回 ２０２１年１０月 ７ 日（木） 「リーダーシップ ① 」 

第２回 ２０２１年１１月 ４ 日（木） 「リーダーシップ ② 」 

第３回 ２０２１年１２月 ２ 日（木） 「メンバー育成 ① 」 

第４回 ２０２２年 １ 月１３日（木） 「メンバー育成 ② 」 

第５回 ２０２２年 ２ 月１０日（木） 「マネジメント ① 」 

第６回 ２０２２年 ３ 月１０日（木） 「マネジメント ② ＋ 全体まとめ 」 

【場 所】 

大阪中小企業投資育成株式会社 セミナールーム 

〔大阪市北区中之島３－３－２３ 中之島ダイビル２８階〕 

【参加費】   

投資先企業価格 １人目  １８０，０００円 (消費税込・昼食含まず) 

  ２人目以降 １６０，０００円 (消費税込・昼食含まず) 

一般企業価格 １人目  ２００，０００円 (消費税込・昼食含まず) 

 ２人目以降 １８０，０００円 (消費税込・昼食含まず) 

【定 員】  

リアル受講は２５名まで （セミナールームの収容人数の５０％） 

★新型コロナウイルス感染症対策について (2021.4.1現在) 

●セミナールームの環境について              ●入室の注意事項 

(1) 定員は収容人数の半分以下。        (1) 必ずマスクをしてください。 

(2) 三密を避けた距離を取った席の配列。       (2) 入室時に検温し、体温が37.0度以上の 

(3) ビル内空調により、外気との入れ換えを常時実施。        方は入室をお断りいたします。 

(4) 業務用オゾン除菌消臭器を24時間稼働。       (3) 入室時には、手指のアルコール消毒を 

(5) 机、椅子等は、次亜塩素酸消毒剤により丁寧に清掃。     お願いいたします。 

 

◆  開 催 要 領  ◆ 



 

会場 投資育成セミナールーム （大阪中小企業投資育成株式会社内） 

大阪市北区中之島３－３－２３ 中之島ダイビル２８階 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

●京阪中之島線「渡辺橋駅」２番出口地下直結 

●地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」徒歩４分           ●JR 東西線「北新地駅」徒歩９分 

●地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」徒歩９分  ●JR 線各線「大阪駅」徒歩１４分 

 

【お問い合わせ先】 

大阪中小企業投資育成株式会社 セミナー事務局 川崎・石田・中島 

〒530-6128 大阪市北区中之島３－３－２３ 中之島ダイビル２８階 

TEL ０６－６４５９－１７００  FAX ０６－６４５９－１７０３  



 
 
FAX：０６－６４５９－１７０３（番号違いにご注意ください） 

下記申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。 

大阪投資育成のホームページからもお申し込みいただけます。 

請求書は開催１ヵ月前に発行いたします。参加費用は請求書到着後、記載の指定口座にお振込みください。 

参加申込の情報は講師機関と共有利用いたしますが、本セミナー以外の目的で利用することはありません。 

『チームを動かすための管理職
リ ー ダ ー

塾２０２１ （第１０期）』 

参加申込書 ［２０２１年１０月７日（木）開講］ 

会社名 

（ｶﾅ） 
 
  

所在地  
〒 
 
  

受講者① 

所属・役職名 

 

（ｶﾅ） 

 

氏名                       ［   歳］ 

e-mail （必須：参加者への連絡はすべてメールにて行います） 

受講方法 （どちらかに☑をおつけください） 

□ リアル受講 
（オンライン受講への切り替え可能） 

 □ 全６回オンライン受講 
（リアル受講への切り替え不可） 

 

受講者② 

所属・役職名 
 

（ｶﾅ） 

 

氏名                       ［   歳］ 

e-mail （必須：参加者への連絡はすべてメールにて行います） 

受講方法 （どちらかに☑をおつけください） 

□ 
リアル受講 
（オンライン受講への切り替え可能） 

□ 
全６回オンライン受講 
（リアル受講への切り替え不可） 

連絡担当者 
（請求書送付先） 

所属・役職名 （ｶﾅ） 

 

氏名                     

TEL 
 
FAX 

e-mail 

通信欄  

当セミナー受講にあたり、国や自治体、公的機関等の助成金・補助金の利用予定がある場合は右の枠に✔をお願いします。□ 

☆お問合せ先☆ 大阪中小企業投資育成株式会社 セミナー事務局 川崎・石田・中島 

ＴＥＬ：０６－６４５９－１７００  ＦＡＸ：０６－６４５９－１７０３ 


