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◆アチーブ人財育成株式会社の思い
就職超氷河期と言われて就職の難関を乗り越えて入社してきた新入社員がわずか２～３年で
自分に合わないからと言って辞めいていく。
アラサーの年代に入った女性社員のモチベーションが下がってきていて、管理職になりた
がらない社員が多い。
営業管理職がプレイニングマネージャーで目先の成果を追ってしまい、部下の育成まで手が
回らず、営業組織全体の成果があがらない。
派遣社員や契約社員が増え、働き方が自由になり、ダイバーシティ化する職場で会社へのロイヤ
リティが低下。また、育児介護休業法が改正され、パート法や厚生年金の改正も視野に入れると
今後、社員一人ひとりのパフォーマンスとスキルを上げていかなければならなくなりました。
会社として明確な経営戦略を持ち、人材を育てていくことは、各業界での競争が激化する中で、
企業にとって最も重要な課題になっています。
その様な状況下で人材採用・確保がますます重要視されていくと共に、人材育成に各企業は注力
し始めています。社員研修のコンテンツについても、新入社員研修・マネジメント研修・階層別
研修・営業研修・モチベーションマネジメント・プレゼンテーションなど多様化が進んでいます。
長年、生命保険会社と人材サービス会社で社員の人材育成と人事に携わりながら、気付いた
「人作り」のノウハウとスキルを多くの企業に広めたい！
そして個人の目標が達成され、企業がますます成長していく姿へとサポートしたい！
そんな想いで 2012 年 6 月に独立しました。

社員の能力を伸ばしたい！
即戦力になる人財を採用したい！
企業理念が浸透し活性化した組織をつくりたい！

■優秀人材の採用や 社員の指導、教育でお悩みの人事担当者、経営者の皆さま
アチーブ人財育成株式会社は
人間力を高めた「人財」に育成する使命感をもってクライアントさまをサポートし、
目標達成（Achieve）のお手伝いをいたします。
ずれたコミュニケーションをピタッと合わす
優秀な社員を辞めさせない 人財育成トレーナーを目指します！
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プロフィール

ふりがな

いさやま

としあき

講師名

諌山

敏明

生年月日

事業紹介

昭和 36 年 11 月 8 日生

出身地

和歌山県

≪プロフィール/経歴≫ 人材教育プロデューサー
昭和６０年 関西学院大学 法学部 法律学科 卒業。同年、住友生命相互保険相互会社に総合職で入社。
最年少の拠点長で全国表彰制度「進取クラブ」に入賞を果たし、その実績を買われ、営業社員の人材育成を担当。
20 年間で 2,000 回の研修講師を実践し、生保トップセールスの世界基準*MDRT の入賞社員を多数輩出した。
そして、通算１,000 人以上の女性営業社員の採用実績もある。
また、同社のコールセンターにおいてクレーム対のコミュニケーターの指導も歴任し、外資系格付け会社ＨＤＩ
ジャパンより大手生保では初の「三つ星」の評価を得る。
（* MDRT とは『Million Dollar Round Table＝百万ドル円卓会議』の略称で世界中の生命保険営業トップクラスのメンバーで構成されています）

その後、東証一部の人材サービス会社に、経営管理部長兼人事部長として転職。
同社では新入社員研修講師を自ら携わりながら、毎年 1,000 名を超えるエントリー学生のうち 700 名以上面接。
その優秀学生を見極める眼力は鋭い！
平成 24 年に一念発起し、人材育成・教育コンサルタント事業「アチーブ人財育成株式会社」の代表として独立起業。
現在に至る。在籍中から外部の講師依頼が多々あり、現在年間 200 件を超える強烈のオファーがある。
平成 25 年に単身、フィンランド共和国に渡り、ヘルシンキで「人財育成メソッド」習得。帰国後、多くの企業・
団体から高い評価を得ている。特にマネジメントにおける対人対応にパーソナル・リレーション手法と理論を応用
しており、様々な業種業態の企業様から受講満足度☆98％の評価を得て、リピート率は９割を超える。
平成 27 年に「ＮＰＯ法人フィンランド式人材育成研究所」を設立・認可を得て、理事長を務める。
（☆2010 年からの弊社の「受講後アンケート」より回収調査の結果）

専門分野

主な講演・
研修テーマ

講演・
研修形式
および
実績

※成果の出る営業組織の作り方／「２週間で成果が出るマネジメントスキル」
※平成生まれの社員教育と人材マネジメント／「平成生まれはこう育てろ！見違えるほど育つ５つのポイント」
※若手女性社員の人材育成マネジメント／「若手女性社員を管理職までどう育てるか？」

【階層別研修】
上級・中級・初級・新任管理職研修
社内インストラクター・メンター研修
新入社員（フォローアップ）研修
内定者向け研修
営業拠点長（新任）ための研修
女性社員 戦力化のための管理者研修
【テーマ別研修】
対人対応力（パーソナルリレーション）研修
営業力強化（実践）研修
クレーム対応・電話オペレーション研修
店頭販売力（実践）研修
リーダーシップ研修（コーチングスキル）
成功する女性営業のための研修
セクハラ、パワハラ、メンタルヘルス研修
キャリアデザイン＆マネープラン研修
【主な指導実績 ※201２年度以降】 敬称略掲載
住友生命保険相互会社、ソニー生命保険株式会社、大阪府信用組合協会、ＪＡ京都、ＪＡ石川、
日本郵便株式会社、日本電気株式会社、日本ハム株式会社、ミズノ株式会社、株式会社 NTT ドコモ、
積水化学工業株式会社、大阪ガス株式会社、株式会社近鉄百貨店、奥村組土木興業株式会社、
同志社大学、武庫川女子大学、大阪薬科大学、大阪学院大学、大阪商工会議所、京都商工会議所、
ＳＭＢＣコンサルティング株式会社、りそな総合研究所株式会社、株式会社アイデム、
岡山県、滋賀県、高知県、大阪府、大阪市、大阪市交通局、大阪市教育委員会、日本赤十字社 他多数
・２級ファイナンシャル プランニング技能士（国家資格）

資格

・年金アドバイザー（銀行業務検定協会認定） ・キャリア コンサルタント（ＮＰＯ生涯学習）
・メンタルヘルスケア・マネジメントⅡ種（大阪商工会議所認定）

【URL】アチーブ人財育成株式会社 公式ホームページ http://www.achieve-hdr.co.jp
ＮＰＯ法人フィンランド式人材育成研究所公式ホームページ https://www.npo-finlandshiki.com/
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◆主な研修プログラム紹介≪人材育成系≫
※クライアント企業さまごとの人材育成ニーズを反映したオリジナルプログラムで実施いたします。
≪人気の階層別研修≫ ※クライアント企業さまのご要望に応じた時間割で対応いたします。
階層別 研修プログラム名

受講対象者

効果的な時間割

１．内定者研修

大学４年生内定者

6～７時間

２．新入社員研修「平成生まれの社員研修」

新卒新入社員

6～７時間、２～５日間

３．新入社員フォローアップ研修

新卒新入社員半年後

6～７時間

４．社内メンター・チューター研修

入社３～５年目社員

6～７時間

５．採用リクルーター・コーディネーター研修

入社３～５年目社員

6～７時間

６．営業拠点長マネジメント研修

拠点長

6～７時間

７．新任管理職マネジメント研修

新任中間管理職

6～７時間

８．課長・係長・マネージャーマネジメント研修

中級管理職

6～７時間

９．部長クラス経営マネジメント研修

上級管理職

6～７時間

10．管理職アセスメント（考課者）研修

管理職全般

6～７時間

≪人気のテーマ別研修≫ ※クライアント企業さまのご要望に応じた時間割で対応いたします。
営業系 研修プログラム名

受講対象者

効果的な時間割

１．売れる営業の４つの壁克服研修

営業担当者

6～７時間

２．若手女性社員のための管理職を目指す研修

若手女性社員

6～７時間

３．成功する営業のための研修

営業担当新入社員

6～７時間

４．成果の出る営業基本研修

生保営業社員

6～７時間

５．女性の部下をもつ男性管理職研修

男性管理職

6～７時間

６．形のないものを販売し結果を出す研修

サービス業系

対人対応スキル系 研修プログラム名

営業

6～７時間

受講対象者

効果的な時間割

１．対人対応力（パーソナルリレーションスタイル）研修

全社員

6～７時間

２．ビジネスマナー・コミュニケーションアップ研修

全社員

6～７時間

３．クレーム対応・電話オペレーション研修

全社員

6～７時間

４．コーチング・ティーチング・リーダーシップ研修

全社員（管理職）

6～７時間

５．失敗しない新卒採用面接研修

人事採用担当者

6～７時間

６．失敗しない新卒採用「会社説明会」実践研修

人事採用担当者

6～７時間

７．失敗しない女性営業社員の面接研修

人事採用担当者

6～7 時間

人材育成系 研修プログラム名

受講対象者

効果的な時間割

１．キャリアデザイン・マネープラン研修

全社員（特に若年層） 6～７時間

２．プレゼンテーション力アップ研修

全社員

6～７時間

３．講師力アップ（研修内政化インストラクター）研修

教育指導担当者

6～７時間
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◆主な研修プログラム紹介≪士業パートナーとのコラボ≫
※ビジネスパートナーの士業と連携して、専門的な知識付与にお役にたてるコラボレーションプログラムです。

≪特定社会保険労務士≫

※先の人財育成系プログラムと同時開催が可能です。講師は２名体制です。

労務コラボレーションプログラム

受講対象者

効果的な時間割

１．管理職のための労務管理研修

管理職・人事ご担当

３～４時間

２．ワークライフバランス（育児休業取得前後対応）研修

管理職・女性社員

３～４時間

３．新入社員のための就業規則と社会保険基礎研修

新卒新入社員

３～４時間

４．メンタルヘルス不全対策研修

全社員層

３～４時間

５．キャリア形成促進助成金研修

人事ご担当

３～４時間

≪弁護士≫

※先の人財育成系プログラムと同時開催が可能です。講師は２名体制です。
法務コラボレーションプログラム

受講対象者

効果的な時間割

１．セクシャルハラスメント研修

管理職・人事ご担当

３～４時間

２．パワーハラスメント研修

管理職・人事ご担当

３～４時間

３．コンプライアンス・トラブル対処研修

管理職・総務ご担当

３～４時間

≪公認会計士・税理士・CFP≫ ※士業講師の単独実施となります。
税務コラボレーションプログラム

受講対象者

効果的な時間割

１．節税対策セミナー

管理職・経理ご担当

１～1.5 時間

２．生命保険を活用した節税セミナー

管理職・経理ご担当

１～1.5 時間

３．事業承継対策セミナー

管理職・総務ご担当

１～1.5 時間

※上記の士業パートナー以外、
弁理士、司法書士、行政書士、中小企業診断士等、30 名を超える専門家とのコラボレーション研修
が可能です。

◆士業パートナーコラボレーション研修 ご導入の３つのメリット
① 2 人の講師でダブルのクオリティを提供
② 1 回で専門知識まで付与でき、即 実践に活かせる
③ 2 人分の講師料と時間が１人分で済む
※大阪コンサルティング研究の会の会員登録いただいている士業パートナーです。
弊社主催運営：大阪コンサルティグ研究の会 URL http://www.facebook.com/osaka.consulting
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論理的思考を仕事に活かす社員のロジカル・シンキング習慣のつけ方研修のご案内
相手の立場にたって考え、共感することが苦手なゆとり世代社員を育てる

フィンランド式「考える力」「伝える力」育成指導ノウハウを伝授！
①相手の話を傾聴し、要約して理解できる社員に育てるには？
②自分の考えや意見をしっかりと伝えることのできる社員に育てるには？
③指示されないと動かない社員を主体的に行動できる社員に育てるには？

フィンランド、ヘルシンキ大学で人材育成メソッドを習得し社員研修に活用
→ 帰国後、当該研修の導入事例 （2014 年度の実績）
・大阪府下地方自治体様・・・課長級 「若手社員のためのフィンランド式人材育成」
・大手通信会社様・・・リーダー級（入社８年目）「これからのリーダーの育成術」
・金融会社様・・・支店長・支店長代理級「フィンランド式人材育成で若手育成」
・製造会社様・・・若手社員（入社１年目）「問題解決力向上研修（フィンランド式）」

駐日フィンランド大使
ペッカ・オルパナ氏と
弊社のフィンランド式人材
育成メソッドを高く評価！

【フィンランド式人材育成】フィンランドは OECD（経済開発協力機構）の実施する学習到達度
調査（PISA）において、トップクラスの成績をおさめ、その教育法に注目が集まっています。
学力の高さは、対話の中で問題の解法や解答を見出す読解教育に特徴づけられています。また、
自分の論理が検証される教育を小学校から受けており、大学を卒業して就職する段階では、現
在の日本より高度な思考力と問題解決力を有しています。そのメソッドを活用した研修です。

◆どのようなことで悩んでいる（困っている）方にお勧めでしょうか？
よ
く
あ
る
ご
質
問

お
勧
め
の
ポ
イ
ン
ト

【若手社員向け】
・自分の言いたいことがうまく相手に伝えることができない
・出てくるアイデアが稚拙、貧困だ
・なぜそうなるのか疑問に思ったことがない
・コミュニケーション（特に年長者）がうまくとれない
【管理者向け】
・特に「ゆとり世代教育（平成生まれの新入社員）」の育成方法がよくわからない
・若手社員を早く「一人で考え、一人で行動できる人材」に育てたい
・若手社員の傾向として「すぐに答えを要求して、まるでカーナビのようだ」と感じる
・若手社員がロジカル（論理的）に自分の考えを伝えることができない 等々

◆管理者のための問題解決研修の受講後感想文
◆フィンランド式人材育成メソッドを活用した社員研修の紹介
アヤトゥス・カルタ(Ajatus Kartta)
「フィンランド式マインドマップ」で企画力、発想力、問題解決力を高めるワークです。
アヤトゥス・カルタがどういうものかというと、マインドマップと非常によく似た連想ツール
です。中央のテーマから連想されることを枝でつなぐように書き連ねていくのはマインドマ
ップと同じですが、アヤトゥス・カルタの場合、無秩序に思いついたものを書き連ねるので
はなく、5W1H に近い形で書き連ねるよう訓練します。「わかりきったことをいちいち説明
する」ためには、自分の頭のなかにぼんやりとしたものを、階層構造化して考えるスキル
が必要です。トップダウンでも、ボトムアップでも、階層化のベクトルは問いませんが、要
素間の関係性でカテゴライズを行い、さらにカテゴリ間の関係性を描くことができることは
ビジネスにおいてとても大事なことだと思います。それが 5W1H のような形で階層構造化
されていると、発想も分析も、ストーリー作りにも非常に効果があると思います。

Copyright © 2019 Achieve Human Resource Development. アチーブ人財育成株式会社
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【階層別研修テーマ】

管理職のためのエクセレント・リーダー研修
候補者・新任・課長クラス・部長クラス・営業管理職プログラム
≪ボスとリーダーの違いとは？≫
・ボスは部下を操縦するが、リーダーは部下をやる気にさせる。
・ボスは権力をふるうが、リーダーは誠意をもって部下に接する。
・ボスは「私が」と言い、リーダーは「私たちが」と言う。
・ボスは誰が悪いかを示し、リーダーは何が悪いかを示す。
・ボスはそれがどのようにして行われるかを知りたがり、
リーダーはどのように行うかを知っている。
・ボスは敬意を要求し、リーダーは敬意を引き寄せる。
管理職の皆さんはぜひこのようなリーダーになってください。【研修講義の一説】

リーダーの求められる役割を理解し、組織をまとめ、
良い結果に導くために必要なマネジメントスキルを習得！
◆研修の基本スタイルは、教わる、勉強するではなく、自らを振り返り、自己点検して気づき、自らの
マネジメントスタイルを革新していく出発点としていただくところにあります。
◆リーダーシップチェックリスト等で、受講者が主体的に関われ，実践的に考えられる研修プログラムで進行します。
※受講対象の層別で研修プログラムを策定いたします

【受講対象者】

・候補者・新任・課長クラス・部長クラス・営業管理職・営業拠点長 他

【研修の目的】 「管理職」とは言えプレイ二ングマネージャーとしての立ち振る舞いが求められる中、個人プレ
イヤーとしての仕事に逼迫して、マネジメントや部下育成が十分にできていないからだと思われています。よ
って、個人のスキルアップ系はもとより、マネジメント力向上系研修や部下指導力向上系研修がとても重要
です。「仕事を部下に任せられず自分で抱え込む管理職」や「上手く部下を叱れない（指導できない）管理職
層の増加」が問題視されていますので、部下指導に焦点をあわせながら、人材育成マネジメントの研修プロ
グラムを実践いたします。

【研修カリキュラム】（案） ※講師料（教案作成含）に関しましては別途お見積り書をご参考ください。
時 間

1 日目 内容

スタイル

２日目 内容

スタイル

10：00～11：00

・オリエンテーション
・アイスブレイク

講義
Ｇワーク

・オリエンテーション
・前回の振り返り
・アイスブレイク

講義
Ｇワーク

11：00～12：00

・コミュニケーション力診断
１．コミュニケーションに必要な能力とは
２．チームミーティング→発表
３．コミュニケーション力「チェックリスト」活用

講義
個人ワーク
→Ｇワーク

・対人対応ソーシャルリレーション研修
・タイプ別人材育成法→グループワーク

講義
Ｇワーク

13：00～15：00

・コーチングとティーチングスキル
・美点凝視

講義

・自己分析「エゴグラム」
・部下の個別帰社指導と予定指導の仕方

講義
Ｇワーク

・コンセンサス（合意形成）の取り方
・スリー・テン→グループワークン
・この研修を通してあなたに起きた事は何か？
厚生労働省「職能評価シート」チェック

講義
Ｇ人ワーク

・目標設定のマインドマップ作成
・帰任後実行具体策
・コミットメント

個人ワーク
講義

ペアセッション

Ｇワーク

15：00～16：00

16：00～17：00

・リーダーシップとリーダーの違いは？
・リーダーの役割遂行チェック
・リーダーシップ診断
・リーダーに必要なスキル

講義

・ＳＷＯＴ分析
・自己分析とチーム分析

講義
個人ワーク

ペアセッション

Ｇワーク
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事業紹介

保険会社のトップセールス【MDRT】の育成に成功した

営業社員のためのプロ人材育成研修
スケジュール手帳にいっぱい
アポが取れるようになります！

生保トップセールスが実
践する５つの
成功スキルを一挙公開
◆プロの営業社員としての必要な資質を身につける研修
①忍耐力 ②効率的な時間管理 ③計画性 ④完全な準備 ⑤いかに頼られるか？

◆トップセールスが行っている日常活動とは？

*この手帳は実際の MDRT 会員のものです。

◆さらに営業力を高めるには？

住友生命で 20 年間で 2,000 回の営業社員研修の講師をつとめ、トップセールス社員を 500 名以上育ててきた育成の
プロフェッショナルが教える売れるセールスの基本とは？それはずばり、「人間力を高めること！」にあります。
講師歴 27 年のプロ講師が指導してきた生保トップセールスの５つの育成マニュアルを活用した実践型研修です。
【研修カリキュラム】（案） ※講師料（教案作成含）に関しましては別途お見積り書をご参考ください。
時 間

1 日コース 内容

スタイル

２日コース（２日目） 内容

スタイル

10：00～11：00

・オリエンテーション
・営業の基本「狩猟型から農耕型」へ
・個人プレイ型は形骸化される！組織力が必要

講義
Ｇワーク

・オリエンテーション
・営業の４つの「壁」を知る
・活動前～活動中～活動後に何をする？

講義
Ｇワーク

11：00～13：00

・トップセールスに必要な５つのスキル
・トップセールスが行っている日常活動とは？
・１週間のアポ１６件取る習慣

講義
個人ワーク
→Ｇワーク

・コミュニケーション力アップ研修
・伝える力と聴く力を体験
・テレアポロープレ

講義
Ｇワーク
ロープレ

14：00～15：00

・１日１０分目標設定の習慣
・マインドマップを描く習慣
・１日２０ポイントの習慣
・決め台詞キラートークを集める習慣

講義
個人ワーク

・対人対応力研修②
エゴグラム診断と対人対応実践
・たった一人だけお客様が選ぶ「営業」の条件
とは何か？

講義
Ｇワーク

15：00～16：00

・対人対応力アップ研修①
パーソナル・リレーション・スタイル実践
・トップセールスがやっているタイプ別交渉術
・断りの恐怖から脱する方法

講義
ペア
セッション
Ｇワーク

・確実なクロージングのために必要なことは？
・既存顧客のフォローをどうやるか？
・さらに営業力を高めるには？
・プレゼン力を高めるためには？

講義
ロープレ

16：00～17：00

・顧客ニーズを聴き出すインタビュー力
・問題解決の仮説を立てる力
・強いクロージング力

講義
個人ワーク
ロープレ

・帰任後実行具体策
・コミットメント → 発表

個人ワーク
講義
レポート

※営業のプロが実践している「接遇」を基本に研修致します。
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事業主の皆さまへ（人事総務ご担当者様） アチーブ人財育成株式会社より社員研修のご案内
安衛法改正
ストレスチェック制度
義務化対策！

全従業員対象

管理職者対象

ストレスチェックをやるだけで本当に大丈夫でしょうか？

ストレスチェックを本気で考える企業様向け社員研修
メンタルヘルス対策のエキスパート！産業医とキャリア・コンサルタントが講師
ブラック企業にならない、優良企業になるための企業風土をつくる
2014 年に可決された改正労働安全衛生法により、2015 年 12 月から 50 人以上の事業場は年１回以上のストレスチェック実施が義務化され
ることになりました。法制度化されてしまったからには、必ず実施しなければなりません。
しかし、ストレスチェックをするだけで、本当に効果があるのでしょうか？コストばかりかかって、企業にとってのメリットは？今後の従業員の
メンタルヘルスケア対策について、二人のスペシャリストの講師が社員のセルフケアと管理職のラインケアの研修を行います！

◆◇ 企業から見たストレスチェック制度のよくある疑問点 ◆◇

従業員には検査を受ける義務がない、って本当？
検査結果を会社は知ることができない、って本当？
今、契約している産業医で本当に大丈夫？
「ストレスチェック」の結果は検査を実施した医師、保健師等（実施者）から直接本人に通知されることになっています。本人の同意がなければ結果が事業者に
提供されることはありません。労働者の同意が得られた場合には、実施者から事業者へ個人のストレスチェック結果（労働者本人に通知するものと同じもの）を
提供することが可能になります（労働安全衛生法第 66 条の 10 第２項）。また、労働者が希望する場合には、医師による面接を受けさせなければなりません。
なお、労働者が面接指導の申出を行いやすくするためには、当該事業場のルールとして、実施者から事業者へ提供する情報を当該労働者が高ストレスかどう
かという情報に限定する方法も考えられます。この場合であっても、事業者へ情報を提供するに当たっては、労働者の同意を取得することが必要になります。
むろん、（安全）衛生委員会での審議と了承を経ておく事を忘れないようにしてください。

会社として看過できないストレスチェック制度の課題事例

ストレスチェック活用で、
◆メンタル不調者への対応は？ ◆メンタルヘルス予防とは？
生産性向上と明るく前向きな
◆管理職者の時間的・精神的負担になるのでは？
人間関係づくりの実現を！
◆メンタルヘルス制度導入には幅広い専門機関との連携が必要！
◆意図的に特定の業務や職場を忌避するためにこの制度を逆手に取る労働者が出てくる可能性がある！
１部 セルフケア編

90 分

研修プログラム

120 分

2 部 ラインケア編

【対象者】 全従業員（管理職・非正規雇用者含む）で希望者対象

【対象者】 管理役職者・リーダー層

ストレスチェック（厚生労働省所定「職業性ストレス簡易調査票」など）を実
施する前や実施後に研修します。ストレスチェック実施後に研修を実施する
場合、実施者より提供された結果通知・資料等を持参（必須ではありませ
ん）いただき、講師の産業医より解説および保健指導の研修を実施。

働き方が多様化する現在において管理職者が人と組織のマネジメントを遂
行しなければならないスキルを習得。従業員がストレスと感じて業務遂行が
滞るメカニズムやメンタルダウンする様々な原因を分析。管理職者として
必要な部下のモチベーションアップするコーチングスキルを体得頂きます。
ハラスメントを防止し「叱る」「褒める」がしっかりできるライン研修を実施。

個別のストレスチェックの結果を受けて、医師が
（弊社パートナー講師の産業医）医学上の保健指導を講義
・なぜストレスチェックをするのか？
・ストレスとは何か？ なぜ起こるのか？
・ストレスチェック結果をどう理解するのか？
・ストレス対処技術の指導
・自覚と自主努力（セルフケア）について
・受療への努力の重要性と認識をもつこと

部下のメンタルヘルスケアをキャリア・コンサルタントが
講義 ～ アクテイブ・ラーニング ～

本研修は２部構成の実施でご検討ください。半日通しての実施や２日に分けて実施いただいても結
構です。また、労働個別紛争の専門の弁護士や特定社会保険労務士が講師で登壇する場合ことも
可能です。なお、研修プログラムに関しては一部変更する場合がございます。【写真はイメージ】

Copyright © 2019 Achieve Human Resource Development. アチーブ人財育成株式会社

・コミュニケーションのミスマッチがストレスの原因
・管理職リーダーに求められるマネジメント能力とは？
「ハラスメント」はいつでも起こるという前提で考える
・部下のキャリアデザインとモチベーションを個々で診る
・部下のレジリエンス思考（逆境力）とポジティブ思考の指導
・コーチングスキル「褒める」「叱る」を習得
・対人対応力（ソーシャルスタイル調整スキル）を習得
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ダイバーシティ推進 「女性活躍推進研修」

【研修テーマ】

女性社員のための自己実現キャリア研修
女性社員キャリアプラン開発支援研修プログラム
◆女性社員に長期的なキャリア形成をしてほしい
会社に感情的な要望をつきつけるだけではなく、自立した社員になってもらうために、「自分らしさの分析」をした上
で「自分自身に求められている周囲の期待」とすり合わせて、「将来のキャリアデザインを描く」ことが大切です。
自らの意思でキャリアを切り拓ける、そんな女性社員を育成します。
結婚・出産・育児など将来に起こりうるライフイベントを踏まえ、女性社員が長期的キャリアを考え、一歩前に踏み出
すことをサポートします。自分の長所や価値観を明らかにすることで自己効力感を高め、長期的な将来のキャリアデ
ザインを描くことで、キャリア自律意識を醸成。自らの意思でキャリアを切り拓ける女性社員を目指します。

◆女性社員の能力を引き出したい、モチベーションアップを図りたい
事務職やアシスタント業務職の方たちの中には「現在の仕事に慣れてはいるけど…」と
感じながら日々なんとなく仕事をこなしている人はいませんか？
雇用形態が多様化している現在、「与えられた仕事だけ大人しくやっていよう」と考えて
しまう女性社員も少なくありません。女性社員全体のモチベーションを高め、その中から
少数のリーダー候補が出てくる可能性があります。普段の業務から離れ、仲間とワーク
ショップを行うことで、リフレッシュと元気を得て、研修翌日から意欲的に仕事に取り組むことができます。
【受講対象者】

・一定のキャリアのある女性社員の皆さま（総合職員・一般職員・契約社員さま他）

【研修の目的】

・モチベーションの再燃 ・企業が女性社員に求めていることは何かを認識
・私たちに対するお客さまの期待とは何か？
・何を体験しておく必要があるか？その気付き ・目標設定と行動プランの策定
・５年後の自己実現とポータブルスキルの開発計画 ・キャリアデザイン策定

【研修カリキュラム】（案） ※講師料（教案作成含）に関しましては別途お見積り書をご参考ください。
時 間

1 日目 内容

スタイル

２日目 内容

スタイル

10：00～11：00

・オリエンテーション
・研修のゴール
・アイスブレイク

講義
Ｇワーク

・オリエンテーション
・前回の振り返り
・アイスブレイク

講義
Ｇワーク

11：00～12：00

・ライフラインチャート人生折れ線グラフ作
成
・エゴグラム診断
・「自分自身を再発見する」自己概念

講義
個人ワーク
→Ｇワーク

・夢マップの作成
・５年後の手紙 グループでシェア

Ｇワーク

13：00～15：00

・これからのライフプラン
・リスクマネジメント
・管理職を目指す
・ワークライフバランス

講義
個人ワーク

・対人対応力研修「パーソナル・リレーションスタイル」
自分のソーシャルスタイルを知り、相手のソーシャル
スタイルに合わせる対人対応スキル
・フォーマルアセスメント「ＹＧ性格診断」

講義
Ｇワーク
アセスメント

15：00～16：00

・キャリアアンカー
なぜ働くか？を再認識
・自分探求と再発見「セルフエスティーム」
・事例研究 「先輩の生き方・働き方」

講義
ペア
セッション
Ｇワーク

・モチベーション再熱
・現在のポジションの中で出来ることは何か？
・この研修を通してあなたに起きた事は何か？
厚生労働省「職能評価シート」チェック

講義
個人ワーク

16：00～17：00

・マインドマップの作成
・５年「自己実現」に向けた自分への手紙
・次回の課題

講義
個人ワーク

・帰任後実行具体策
・コミットメントとアウトプット

個人ワーク
講義
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【階層別研修テーマ】

50 歳からの「自己発見講座」
50 代社員キャリア開発・モチベーション再熱支援研修プログラム
◆このような課題を抱えていませんか？
１．処遇に対する不満感が強い
２．後輩の育成に積極的な姿勢が見られない
３．仕事や会社に対するモチベーションが低い
４．元の役職と同じような振る舞いがあり、周囲が混乱してしまう
５．現役社員との摩擦や溝が見られる
６．現役社員に対し、良い影響を与えていない

◆後輩に技術と経験の伝承、育成が出来る人材へ
シニア（高齢者）となると、雇用形態も変わり、役職定年や再雇用となります。給与も下がり、役職も返上します。今ま
で、管理職としてバリバリ働いていた彼らが、どのような存在で会社に居たらよいのか、屈辱と戸惑いからのスタートとな
ります。頭ではわかっていてもネガティブな感情になってしまうことも理解できます。
シニア社員モチベーションアップ研修は、企業人として「残された時間に何をすべきか」を考えていただき、情熱の火を再
び灯していただく研修です。 定年を見据えてくる 50 歳からの社員層にも有効な研修内容です。
【受講対象者】
【研修の目的】

・満 50 歳以上の社員の皆さま ・満 50 歳以上の部下をもつ管理職者の皆さま
・モチベーションの再燃
・企業がシニア社員に求めていることは何かを認識
・現役社員との摩擦軽減
・残りのビジネス人生で何ができるかを明快にする
・目標設定と行動プランの策定 ・自己再発見と組織との関わり

【研修カリキュラム】（案） ※講師料（教案作成含）に関しましては別途お見積り書をご参考ください。
時 間

1 日目 内容

スタイル

２日目 内容

スタイル

10：00～11：00

・オリエンテーション
・アイスブレイク

講義
Ｇワーク

・オリエンテーション
・前回の振り返り
・アイスブレイク

講義
Ｇワーク

11：00～12：00

・自分史／「ロールレタリング」
・定年を向かえる日の自分への手紙
・技術スキルと次世代への想い

講義
個人ワーク
→Ｇワーク

・残しておきたい遺伝子の確認
・残したい遺伝子伝えたい心
グループでシェア

Ｇワーク

13：00～15：00

・これからのライフプラン
・リスクマネジメント

講義
個人ワーク

・目標設定からアクションプランへ
・ゴール（目標設定）
「鈴木一朗くんの作文」
・アクションへとデザインする

講義
個人ワーク

15：00～16：00

・キャリアアンカー
なぜ働くか？を再認識
・自分探求と再発見
・ペア、グループでシェア

講義
ペア
セッション
Ｇワーク

・モチベーション再熱
・現在のポジションの中で出来ること は何か？
・この研修を通して、あなたに起きた事は何ですか？
厚生労働省「職務遂行基本的能力」チェック

講義
個人ワーク

16：00～17：00

・宿題（課題）
定年までに残しておきたいこと
と残したい遺伝子伝えたい心

講義
個人ワーク

・定年を向かえる日の自分への手紙 発表
・まとめ

個人ワーク
講義

Copyright © 2019 Achieve Human Resource Development. アチーブ人財育成株式会社
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平成生まれの社員を即戦力にする６段階ステップ研修

会社説明会～入社２・３年目研修まで
企業におけるビジネス基礎 ステップ研修プログラムのご提案
入社３年で３割が離職する
のは以前からありました。
これからは、入社の前から
ミスマッチをなくし優秀人材
を確保して２年～３年間の
育成が必要です。
ビジネスの基本を教え
即戦力にする！
出典：平成 21 年度厚生労働省「職業安定局業務統計」より

◆一番多い離職理由は「仕事が自分にあわないから」
平成生まれの新入社員を平成バブル期入社の上司が育成するためにはスキルが必要です。
「この仕事はやっぱり自分に合わないから辞めます」と平成生まれの新入社員が突然、自分の上司に言ってきます。
これは、仕方ないことなのでしょうか？ 実に胃が痛い話です。 それに対して何か具体的な対策はとっておられますか？
「まだ、入社して３ケ月だぞ！そもそも、採用にどれだけのコストがかかっていると思っているんだ！」と、平成生まれの社員に怒鳴りつけたい
衝動に駆られたことはって無かったでしょうか？ 私どもがご提供する「平成生まれの社員を即戦力にするステップ研修」のプログラム」
を受けて頂くと、入社後１年の離職率を０％にすることが可能になります！

【受講対象者】 内々定者～入社２・３年目までの社員 一貫したステップアップ研修プログラム
【研修目的】

社会人基礎力である「前に踏み出す力」「チームで働く力」「考え抜く力」を身につけ、
「自分で考え、行動できる自立型社員」に早期に育成をし、早期にミドル管理職への
スキルと人間力を醸成する。お客さまや組織のメンバーへの対人対応力、コミュニケー
ション能力を高め、業績に責任をもって従事する「人財」に育成する。

【研修カリキュラム】（案） ※講師料（教案作成含）に関しましては別途お見積り書をご参考ください。
時 間

会社説明会・内定者研修 例

スタイル

新入社員研修 １日の代表例

スタイル

9：00～10：00

・オリエンテーション
・アイスブレイク
・会社説明・・・営業担当役員か役職者

講義
Ｇワーク

・オリエンテーション・アイスブレイク
・社会人基礎力 「学生と社会人の違い」
・ビジネスソーシャルスキル・トレーニング

講義
Ｇワーク

10：00～12：00

・人事部長 あいさつ 「求める人材とは？」
・先輩社員との質疑応答
・新入社員に一番見せたい場面は何？

講義
相互討議

・日本経済新聞の３分間スピーチ
・ビジネスマナー
言葉遣い・名刺交換・服装・お客様応対

speech
Ｇワーク
ロープレ

13：00～15：00

・これからのミッションとビジョンについて
社長 講話
・社長と質疑応答
・人事よりワークライフバランスと福利厚生

講義
相互討議

・対人対応力向上研修
パーソナル・リレーション・スタイル調整法の習得
・コミュニケーションスキル＆トレーニング
・電話応対とビジネスメールのルール

講義
Ｇワーク
ロープレ

15：00～16：00

・モデルジョブ「仕事体験」
当社で働くイメージセッション
・ビジネスマナーレッスン
・当社のマーケティングを考える

講義
ペアセッシ
ョンおよび
Ｇワーク

・職場におけるルール→上司へ報連相
・コンプライアンス研修・実務研修
・就業規則と社会人としてのルール
・厚生労働省「職能評価シート」チェック

講義
個人ワーク

16：00～17：00

・宿題（課題）
・夢マップの作成
・２年後「自己実現」に向けた自分への手紙

講義
個人ワー
ク

・帰任後実行具体策 一斉記入
・コミットメント 発表

個人ワーク
講義
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生命保険会社の女性営業員を育成し、組織戦力化する実践型スキルの研修

女性の部下をもつ男性管理職研修
女性の考え方、価値観がわからないと悩んでいる男性管理職向き
◆このような悩みを抱えている男性管理職はいませんか？
１．ダイバーシティ化した職場で様々な職種の女性が急増した
２．出産育児を考えている女性社員に育児休業取得指導の仕方がわからない
３．戦力にするため強く指導したいが「セクハラ・パワハラ」が気になる
４．そもそも男性と生理的に違うので指導の仕方がよくわからない
５．男性上司の立場でどこまでホンネで伝えて良いのかわからない
６．女性社員に対しては厳しく叱れない

◆約 30 年にわたり 90％以上が女性社員という職場で指導にあたった男性講師が伝授！
女性の考え方や価値観がよくわからないとお悩みの男性管理職が圧倒的に多くなりました。
そもそも女性は男性とどう違うのかを正しく理解し、女性社員を組織の中で活性化し戦力としてのばしていく実践的な研
修を行います。女性活用は今後、業績、ＣＳ、優秀人材確保、またポジティブアクションの推進において、とても重要なミッ
ションとなります。増加傾向にある女性社員を、男性管理職がいかに本人のモチベーションを維持して育成するかが業績
面に反映すると言えるでしょう。 本研修では主に女性のモチベーションのあげ方を習得いただきます。
【受講対象者】

・女性社員（正社員・契約・派遣社員）を部下にもつ男性管理職者の皆さま
女性管理職の方のご参加も可能です

【研修の概要】

・女性のキャリア（働き方）について知る
・男性との違いを知る
・実際の接し方をロープレで習得

・育児休業を取得指導の仕方
・女性社員の伸ばし方（褒める・叱る）
・女性特有の心身の変化への対応

【研修カリキュラム】（案） ※講師料（教案作成含）に関しましては別途お見積り書をご参考ください。
時 間

1 日目 内容

スタイル

２日目 内容

スタイル

10：00～11：00

・オリエンテーション
・アイスブレイク

講義
Ｇワーク

・オリエンテーション
・前回の振り返り・・アイスブレイク

講義
Ｇワーク

11：00～12：00

・コア人材としての女性社員育成に関する
調査結果について
財団法人日本生産性本部データ引用
・なぜ今、ダイバーシティなのか？
会社から期待されていることは何か？

講義
個人ワーク
→Ｇワーク

・よくある職場のトラブル対処法
・セクハラとパワハラとモラハラの基礎学習
判例からみる事例研究
派遣社員と男性社員の恋愛トラブル対処法
私は絶対に間違っていないという自己中心的対処法

講義
ペアセッショ
ン

13：00～15：00

・男性的価値観と女性的価値観の違い
・現状分析
・働く女性のキャリアを読み解くカギは？

講義
個人ワーク

・女性社員がもつ「母性」を業績に連動させる
マネジメントスキル
・女性は男性上司のどこを見るのか？

講義
ペアセッショ
ン

15：00～16：00

年齢層別事例研修「こんなときどうする？」
・アラサー世代女性 VS アラフォー世代女性
・独身女性 VS 既婚育児中女性

講義
Ｇワーク

・ここまでやるか！が組織のチカラに変わる
・明日から即実践できる女性社員モチベーション
マネジメント →実践コーチングスキル（ロープレ）

講義
ロープレ

16：00～17：00

発言・価値観事例研修「言葉の深層は？」
・なんで私とあの子で対応が違うの？
・どうしてこの仕事は私でないとだめなの？

講義
Ｇワーク

・頑張れる一言で支援者になる女性
・男性管理職要注意！女性の涙
・本当は叱って欲しい →「納得感あるか？」
まとめ

講義
ロープレ

◆個人情報保護方針
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若手ビジネスパーソン向けスキルアップシリーズ ４月～７月実施

新年度の若手社員向けビジネス基本講座
新人・若手社員のキャリアプラン開発支援研修プログラム
◆ビジネスマナーからチーム仕事術まで
新年度に合わせて、主に２０歳代の若手ビジネスパーソンを対象にした８つのプログラムをご案内いたします。
ビジネスマナーの基本や、対人対応がスムーズにできる「コミュニケーション力」といった基本から、アイゼンハワーマト
リックスやドラッガー理論を応用した営業スキルまで取り入れたチーム仕事術まで、これから企業を担う人材に育てる
多彩な研修プログラムです。新社会人の基礎作りだけではなく、職場に慣れてきた若手にも役立ちます。

◆もっとキャリアアップを図りたい
変化の激しい経営環境を乗り切るために、特に将来を担う新入社員の育成は益々欠かせません。この時期にしっか
りと習得しておきたい社会人としての基本を次の 3 点を中心に学んでいただきます。
① ビジネスマナーの基本 ② 仕事の進め方の基本 ③ ビジネスマンとしての役割と責任感
本講座では、新入社員が仕事の基本動作と基礎知識について「理解」から「行動」レベルに達するように、実践的に
学んでいただきます。特に若手社員が職場でなかなか実践が出来ないビジネスマナー
やコミュニケーションはグループワークなどの演習を多く取り入れ、徹底的に体得していた
だきます。新入社員のみならず、広く若手社員の方に、仕事の効率を目指す「タイムマネ
ジメント」を習得いただき、スピーディ・効果的に仕事を進めてより質の高い成果を出すため
のコツ・ツボ、スキル・ノウハウを幅広くご紹介します。
【受講対象者】

・新入社員・中途入社社員・20 歳代の社員・基本スキルを習得したい社員

【研修の目的】

・新年度のスタートにあわせて、20 歳代の若手社員を主な対象とした「仕事力を高
めるスキルを身につける」を目指します。特に自分で考え、行動できる「自律」と「自
立」を主眼においた研修プログラムです。自身や部下の問題意識に合う講座を選
び、第一線の講師から「生きたスキル」を、目的意識の高い受講者の方々から「刺
激」を吸収し、ワンランク・アップしたビジネスパーソンを目指してください。

【研修カリキュラム】（案） ※講師料（教案作成含）に関しましては別途お見積り書をご参考ください。
内容
1.仕事の基本徹底習得講座
自ら考える力がつく「仕事力」実践パワーアップ講座で、
基本的なビジネスマナーを完全マスターいただきます。

2.若手ビジネスパーソンに必要な仕事力講座
組織のメンバーとして、成果を上げ、成長するために必要
なチーム力とはどういうものかを習得いただきます。

3.タイムマネジメント・段取力講座
アイゼンハワー理論、ドラッガー理論を活用し、事務・営業
における時間効率を考えた実践を行います。

4.ビジネスで成功するプレゼンテーション講座
「コミュニケーション」はビジネスのどの場面においても重
要な要素であり、成功している人は必ず身につけていま
す。コミュニケーションスキルを習得できれば「商談がスムー
ズに」なり、プレゼンテーションがうまくなり、言いたいことが
話せる」ようになります。

スタイル

内容

講義・グルー
プワーク・
アセスメント

5.「伝わる文章力」基礎実践講座

講義・グルー
プワーク・
アセスメント

6.仕事に使えるロジカル・シンキング講座

講義・グルー
プワーク・
アセスメント

7.対人対応コミュニケーション力講座

講義・グルー
プワーク・
アセスメント
ロープレ徹
底レッスン

8.メンタル・セルフコントロール講座

ロジカル・ライティングを実践し習得いただきます。
すぐに身につく４つのスキルとグループ実習により実
践力を伝授いたします。

具体的なビジネス実務に当てはめて、ロジカル・シン
キングの使い方をわかりやすく解説します。“実践
力”を養うために、豊富な演習やクイズを交えエッセ
ンスを学んでいただきます。

対人対応力を向上させるためにタイプ別に具体的
な事例のロールプレイングで対話術を習得。

アサーティブコミュニケーションスキルを習得して、
自信のモチベーションをあげてメンタル不全に陥ら
ないように自己管理ができるように対人対応スキ
ルを身に付けていただきます。
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◆個人情報保護方針
１．個人情報保護方針
アチーブ人財育成株式会社のホームページ上において別段の定めをしている場合を除き、事業上取扱お客
様･お取引先関係者などの特定の個人を識別できる生存する個人に関する情報、当該情報に含まれる氏名、
生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、他の情報と容易に照合すること
ができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む（以下「個人情報」といいま
す）ものの取り扱いについて、以下のとおり「個人情報保護方針」を定めてその保護に努めます。

２．個人情報の取得について
個人情報の取得は適法かつ公正な手段によって行います。

３．個人情報の利用について
取得する個人情報の利用目的をできるだけ特定し明らかにします。個人情報の利用は、利用目的の範囲内
で、具体的な業務に応じて権限を有する者が、業務上必要な範囲内で行います。

４．個人情報の第三者への開示・提供について
以下の場合を除きあらかじめ本人の同意を得ることなく、第三者に個人データを開示・提供することい
たしません。
（１）個人情報保護法以外の他の法令に基づき、個人データを第三者提供する場合
（２）人の生命、身体又は財産の保護のために個人データの第三者提供が必要がある場合であって、本
人の同意を得ることが困難である場合
（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意
を得ることが困難である場合
（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対
して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及
ぼすおそれがある場合
（５）業務上必要な範囲内で、業務委託先に開示・提供する場合
（６）合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によって事業が承継される場合

５．個人情報の管理について
個人情報に対する不正アクセス、個人情報の紛失、改ざん、漏洩などを防止するため、適切な安全対策
を講じます。
個人情報の処理を委託する場合は、委託先と安全管理措置の内容を含む適切な契約を締結するなど必要
な措置を講じます。
個人情報の取扱いに関する規定を定め着実に実行するとともに、継続的に改善していきます。

６．個人情報の開示、訂正、利用停止などについて
自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止などの要請があった場合には、ご本人であることを
確認の上で対応いたします。

７．法令等の遵守
個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護方針の内容を継続
的に見直し改善に努めます。

平成 29 年 5 月 30 日 アチーブ人財育成株式会社

代表取締役社長 諌 山

敏 明

（平成 29 年 5 月 30 日施行 個人情報の保護に関する法律（「個人情報保護法」といいます）の改正法に基づき弊社方針を再制定）
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研修 ヒアリングシート

ご記入日
年

該当するものに☑（チェック）をお入れください
貴社名：

ご担当者名：

月

日

電話番号：

E-Mail：

FAX 番号：

１．研修をお考えの内容は何でしょうか？

階層別研修
□管理職研修

□インストラクター・メンター研修

□内定者向け研修

□新入・若手社員研修

□営業拠点長のための研修

□女性社員研修

テーマ別研修
□対人対応力研修

□営業力強化（実践）研修

□店頭販売（実践）研修

□コールセンター（クレーム応対）研修

□リーダーシップ研修（コーチング）

□セクハラ・パワハラ研修

□ストレスチェック＆メンタルヘルス研修

□キャリアデザイン研修

□採用面接官研修

□その他（

）

２．研修の目的は何でしょうか？

３．受講の対象者はどなたですか？

□役員・経営者層
□人事担当者

４．資料について

□上級管理職

□営業担当者

□中級管理職
□コミュニケーター

□新入社員

□内定者

□若手社員

□女性社員

□全社員

□正社員

□既存の資料を使用します

□初級管理職

□新任管理職

□スーパーバイザー

□ミドル社員
□契約・派遣社員

□シニア社員
□それ以外

□資料を作ってほしい

□大まかなプランを提供するので、リライトしてほしい
５．研修をする場所について

□内部（自社会議室、セミナールーム等）
□外部（貸し会議室、ホテル、セミナーハウス等）

６．研修の所要日数（実施時期）は？

□１日

□７～９月

□１０～１２月

７．研修の所要時間について

□1～1.5 時間

□2～2.5 時間

□3～3.5 時間

□半日（4 時間） □6～7 時間（終日）以上
８．フォローアップ研修は必要ですか？

□必要

□不要

９.ご予算はどれくらいですか？

□予算がある → （

□今回のプランどおり

□まだわからない
万円程度が目安）

□予算は未定
10.ご不明な点やご質問がございましたら、
ご記入ください

◆ご記入ありがとうございました。 右の FAX 番号までお送りください。 →

FAX: 06-6928-5397

□未定

※ FAX 送信前に、もう一度番号をご確認ください

□４～６月

□３日以上
※ FAX のほか、お電話でも受け付けております

□１～３月

□２日

□ 弊社の教室借用希望（1 ケ月前迄）

いさ やま

お問い合わせ ➤ ☎ 06-6928-5397 ／090-2195-5618 （担当：諌山まで）

✉

info@achieve-hrd.co.jp

Copyright
© 2019 Achieve Human Resource Development. アチーブ人財育成株式会社 TEL:06-6928-5397／090-2195-5618
※弊社は個人情報の保護に関する法律施行令等を遵守し、上記掲載の個人情報ならびに企業団体の情報に関しまして

当該研修に伴う業務以外には一切使用いたしません。 また、第三者への情報提供漏洩は一切いたしません。
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2016 年 10 月 株式会社幻冬舎様より出版販売
定価：1 冊 800 円（税別）ビジネス経営者新書
全国大型書店ならびにアマゾンで好評発売中！
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