
お問い合わせ、お申し込みは… 
下記の連絡先へ①セミナー番号②事業所名(個
人申込の場合は不要)③ご出席者名④ご連絡先
(メールアドレス、電話番号など）をお知らせ
ください。担当=大坪美奈子 
TEL ０９９－２９７－６４３８  
FAX ０９９－２９７－６４３７ 
E-mail：info@acube8.com (半角小文字) 

☆お申込期限は開催日の2日前です。 
セミナー 
番号 

講座タイトル 内容 時間×回数 料金 時間 日程/曜日 備考 

1 
コーチング基礎講座 

（3回コース） 

コーチング概要  コーチングとは、コーチングの構造、
コーチングスキル、など実践に使える
コーチングの基礎を学びます。 
 さらに、その学びを、知識としてだけで
はなく、現場で使えるよう体験的に理解
します。 

2時間 × 3回 ￥２，０００/回 
毎回 

19：00～21：00 

5/29（水） 

1と２は 
同内容 

コーチング基礎スキル 6/5（水） 

タイプ分け 6/12（水） 

2 
コーチング基礎講座 
(１日コース、弁当付) 

１と同じ 6時間 × 1回 ￥６,５００/回 
10：00～17：00 

（昼食休憩約1時間） 6/1（土） 

3 
コーチ型リーダーシップ 

（4回コース） 

目的を持って聴く  基礎講座の内容を実践活用する際に
役立つ視点を学びます。 
 また、リーダーとして影響力を発揮す
る為、自己基盤を強化する方法を学び
ます。 
 さらに、事例練習(ロールプレイ)により、
現場に即したコーチングの活用を体験
的に理解します。 

2時間 × 4回 ￥４，０００/回 
毎回 

19：00～21：00 

6/14（金） 

3と4は 
同内容 

目標の明確化 6/21（金） 

戦略的関わり 6/28（金） 

ファウンデーションを高める 7/5（金） 

4 
コーチ型リーダーシップ 

(１日コース、弁当付） 
３と同じ 8時間 × 1回 ¥16,500/回 

9：00～18：00 
（昼食休憩約1時間） 6/22（土） 

5 
セルフコーチング 
（3回コース） 

目標設定  自分自身の目標達成を促進するため
には、セルフコーチングが有効です。基
礎講座の内容を基に、セルフコーチン
グの効果を上げるためのポイントを学
びます。 
 そのポイントを実践し、体験的理解を
促進します。 

2時間 × 3回 ￥３，０００/回 
毎回 

19：00～21：00 

7/4（木） 

5と6は 
同内容 

モチベーションを高める 7/11（木） 

継続を促す仕掛けつくり 7/18（木） 

6 
セルフコーチング 

(１日コース、弁当付） 
５と同じ 6時間 × 1回 ￥９,５００/回 

10：00～17：00 
（昼食休憩約1時間） 7/20（土） 

7 

表現力向上講座 
～納得を促す効果的な 
プレゼンテーション～ 

お客様に好印象を与える表現力 
”納得を促す”表現力を向上させます。 
自社の持つ技術や商品のすばらしさを、お客様
に分かっていただくために、表現力を向上させる
ことは必須といえます。 
納得して”YES”と言っていただくには、ただ一方
的に話すだけではダメ。相手の興味・関心・要望
を引き出しながら、それに応える能力が必要で
す。 

2時間 × 4回 ￥３，０００/回 
毎回 

19：00～21：00 

5/30（木） 
パソコン
操作指導
は行いま
せん 

お客様の納得を促す表現法 6/6（木） 

伝えたいことが伝わる表現法 6/13（木） 

プレゼンテーション用資料作成のコツ 6/20（木） 

8 
面談力向上講座 
～傾聴力/質問力～ 

相手を理解する取り組み 
面談の目的／面接の３要素  １対１の面談で、その目的を明らかに

し、以下の効果を上げる関わり方を体
験的に学びます。 
・短時間で信頼関係を築く 
・相手を理解し、やる気と可能性を引き
出す 
・目標達成を支援する 

2時間 × 4回 ￥３，０００/回 
毎回 

19：00～21：00 

8/12（月） 

  

相手を理解する取り組み 
背景を知る／データベース 

8/19（月） 

質問力を高める 
率直・誠実・尊重の関わり方 

8/26（月） 

質問力を高める 
ビジョン/目標/行動の明確化 

9/2（月） 

9 交渉力向上講座 

交渉力の基礎知識 日常生活やビジネス社会において、２人以上の
人間が介在する課題では、交渉が行われていま
す。 
この交渉を円滑に、かつ効果的に行うための基
本を、実践を交えて学びます。 

2時間 × 3回 ￥３，０００/回 
毎回 

19：00～21：00 

8/22（木）   

交渉と合意形成 8/29（木）   

交渉の実践 9/5（木）   

10 
いきいき働く 
女性になる講座 

自己選択、自己決定力を高める 「女性が働く」ということは、様々な選択肢の中か
ら、道を選んで決めていく自己選択と自己決定
の力が必要となります。 
 また、「働くこと」を妨げる要因も多いものです。
法律の豆知識も含め学んでいただきます。 
自信と知識を身に着け、いきいき働く女性になり
ましょう。 

2時間 × 4回 ￥３，０００/回 
毎回 

19：00～21：00 

9/10（火）   

自信を身にまとう 9/17（火）   

女性が働くことに関する法律の豆知識 9/24（火）   

惹きつけるコミュニケーション 10/1（火）   

11 

リーダーとしての 
ファウンデーションを 

高める 

異なる価値観を認める  リーダーには、メンバーのモチベーションを高
め、組織の目標を達成する力が求められます。 
 この力を存分に発揮するために、リーダー自身
が、揺るがず安定して周囲と関われるようになる
基礎を身につけましょう。 

2時間 × 3回 ￥４，０００/回 
毎回 

19：00～21：00 

7/2（火）   

感情のマネジメント 7/9（火）   

行動し達成する力を高める 7/16（火）   

12 

リーダーに求められる 
メンタルヘルスケア 

講座 
～部下を元気にする 
リーダーシップ～ 

ストレスマネジメント 
(セルフトーク) 部下を持つリーダーにとって、避けて通

れない課題となっているメンタルヘルス
ケア。 
管理職として知っておく必要がある基礎
知識を知り、実施できる予防的対応法
を実践的に学んでいただきます。 

2時間 × 4回 ￥４，０００/回 
毎回 

19：00～21：00 

7/24（水） 

  
  
  
  

アサーション-1 7/31（水） 

アサーション-2 8/7（水） 

メンタルヘルスケアに 
おけるリーダーの役割 

8/21（水） 

13 

コミュニケーション検定 
上級対策講座 

（2日間+受験コース、弁当付） 

 コミュニケーション能力は現代社会のあらゆる場面で必要とされるスキルです。 
 この講座は、サーティファイ社認定試験「コミュニケーション検定上級」対策講座です。筆
記テストから面接テストまで、合格のための対策講座を行います。 
 講座の最終回は弊社にて試験を実施いたします。 

6時間 × 2回 ¥21,000 
/全３回 

毎回 
10：00～17：00 

（昼食休憩約1時間） 

 9/21(土） 

+受験  9/28（土） 

＊最終回は検定試験日です。受験場所：弊社研修室(日程は別途調整) 
＊料金に検定受験料¥4,300検定対策ﾃｷｽﾄ代¥2,310、弁当(2回)を含む 

＊駐車場はございません。公共交通機関をご利用いただくか、近隣のコインパーキングをご利用くださいますようお願いいたします。 

ホームページ

http://acube8.com 

A-cube(エイキューブ) 
ヒューマンスキルセミナー 

2013年５～９月期 

３名以上
で開催 


