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セミナー番号 時間×回数 料金 時間
日程

（決定分）
開催時期 備考

コーチング概要 ４月３日(木）

コーチング基礎スキル ４月１０日(木)

タイプ分け ４月１７日(木)

2 (１日コース、弁当付) １と同じ ６時間 ￥６，５００
10：00～17：00

（昼食休憩約1時間）
４月１２日(土)

大切な話本気で聴こう ４月２４日(木)

行動を促す効果的な質問 ５月１日(木)

戦略的関わり ５月８日(木)

感情のマネジメント ５月１５日(木)

4 （1日コース、弁当付） ３と同じ 8時間 ￥１６，５００
9：00～18：00

（昼食休憩約1時間）
４月２６日(土)

目的を持って聴く ５月２２日(木)

目標の明確化 ５月２９日(木)

戦略的関わり ６月５日(木)

ファウンデーションを高める ６月１２日(木)

6 (１日コース、弁当付） ５と同じ 8時間 ￥１６，５００
9：00～18：00

（昼食休憩約1時間）
６月２１日(土)

異なる価値観を認める ６月２７日(金)

感情のマネジメント ７月４日(金)

行動し達成する力を高める ７月１１日(金)

8 (１日コース、弁当付） ７と同じ 6時間 ￥１２，５００ １０：００～１７：００ ７月１９日(土)

ストレスマネジメント
(セルフトーク)

アサーション-1

アサーション-2

メンタルヘルスケアに
おけるリーダーの役割

効果的面談の要素
面談の目的／面接の３要素

６月１９日(木)

相手を理解する取り組み
背景を知る／データベース

６月２６日(木)

伝える力を高める
率直・誠実・尊重の関わり方

７月３日(木)

質問力を高める
ビジョン/目標/行動の明確化

７月１０日(土)

交渉力の基礎知識

交渉と合意形成

交渉の実践

12 (１日コース、弁当付） １１と同じ ６時間 ￥９，５００ １０：００～１７：００

お客様に好印象を与える表現力

お客様の納得を促す表現法

伝えたいことが伝わる表現法

プレゼンテーション用資料作成のコツ

目標設定 ６月６日(金)

モチベーションを高める ６月１３日(金)

継続を促す仕掛けつくり ６月２０日(金)

15 (１日コース、弁当付） １４と同じ 6時間 ￥９，５００
10：00～17：00

（昼食休憩約1時間）
６月２８日(土)

16 私の夢への道
写真やイラストなどを活用して夢に向かうための「夢への地図（Road to 
my dream）」を作ります。成功イメージをビジュアライズ（映像化）する事
で実現させる意欲が高まります。

３時間 ￥３，０００
19：00～21：0０（平日）

または　10:00～13:00（土）
７月５日(土)

17 目標設定
Must（～べき）、Hope（憧れ）ではなく、本音のWant（～たい）について
様々な視点から考え、実現可能な挑戦しがいのある目標の設定を行
います。

2時間 ￥３，０００
19：00～21：0０（平日）

または　10:00～12:00（土）
７月５日(土)

18 アクションプラン 夢、目標、理想を明確にし、具体的な行動に移し、現実として手に入れ
るためのアクションプランの作り方を学び実際に作成します。 ２時間 ￥３，０００

19：00～21：00（平日）
または　14:00～16:00（土）

７月１２日(土)

19 モチベーションアップ
目標が明確になり、行動計画を具体的に作成し、達成に向けた行動を
継続するために、モチベーションをアップするための考え方と方法を学
び、実践に活かします。

２時間 ￥３，０００
19：00～21：00（平日）

または　13:00～15:00（土）
７月１２日(土)

２０１４年度　ヒューマンスキルセミナー　一覧（第１期　４月～７月）

１１と１２は
同内容

目標達成力向上
１期（４月～７月）

２期（８月～１１月）

　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。

１期（４月～７月）
２期（８月～１１月）

１期（４月～７月）
３期（１２月～３月）

１期（４月～７月）
３期（１２月～３月）

２期（８月～１１月）

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期（８月～１１月）
３期（１２月～３月）

１期（４月～７月）
２期（８月～１１月）

7と8は
同内容

１期（４月～７月）
３期（１２月～３月）10

　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
・行動を妨げる要因に気付き伝える
・目標達成を支援する

2時間×４回 ￥３，０００/回
毎回

19：00～21：00面談力向上講座
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13

　”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
に応える能力を学びます。

2時間×４回 ￥３，０００/回
毎回

19：00～21：00

パソコン操
作指導は
行いませ

ん

２期（８月～１１月）
３期（１２月～３月）

11 2時間×３回 ￥３，０００/回
毎回

19：00～21：00

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～

交渉力向上講座
（３回コース）

2時間×４回 ￥４，０００/回
毎回

19：00～21：00 5と6は
同内容

9

　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

2時間×３回 ￥３，０００/回
毎回

19：00～21：00 １４と１５は
同内容

7 2時間×３回 ￥４，０００/回
毎回

19：00～21：00

リーダーとしての
ファウンデーションを高める

(３回コース)

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～

コ
ー

チ
ン
グ

２時間×３回 ￥２，０００/回
毎回

19：00～21：00 １期（４月～７月）
２期（８月～１１月）
３期（１２月～３月）

1と２は
同内容

3 活用講座
（4回コース）

　基礎を学び実践していくと、様々な疑問や困難を感じる場
面があります。ケースを基に想定された場面での効果的な
コーチングについて、複数の視点から考え、情報提供を行い
ます。それらを踏まえ、コーチ、クライアント、オブザーバーの
各視点を体験、共有し、レベルアップを図ります。

2時間×４回 ￥４，０００/回
毎回

19：00～21：00 １期（４月～７月）
２期（８月～１１月）
３期（１２月～３月）

３と４は
同内容

講座タイトル 内容

1 基礎講座
（3回コース）

　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。

14 セルフコーチング
（3回コース）

　自らが自分自身のコーチとなって目標達成を目指すセルフコーチン
グ。自分自身で行うからこその注意点と効果を発揮する為のポイントを
整理します。
　講座の中で本当の目標を明確にし、行動を継続するための考え方を
理解し、仕組をつくり、セルフコーチングの効果を高めます。

5 コーチ型リーダーシップ
（4回コース）

　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。
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セミナー番号 時間×回数 料金 時間
日程

（決定分）
開催時期 備考

２０１４年度　ヒューマンスキルセミナー　一覧（第１期　４月～７月）
講座タイトル 内容

自己選択、自己決定力を高める

自信を身にまとう

女性が働くことに関する法律の豆知識

惹きつけるコミュニケーション

①女性管理職への期待 ４月３０日(水)

②論理的思考と
課題解決力を高める

５月７日(水)

③能力を発揮するための
提案力と交渉力

５月１４日(水)

④セルフ＆ラインケアの
メンタルヘルスマネジメント

５月２１日(水)

上記２１の①～②と同じ ５月１０日(土)

上記２１の③～④と同じ ５月１７日(土)

23 ライフベクトルプロデュース ６月７日(土)

24 ライフベクトルプロデュース
アドバンス

６月１４日(土)

25 自己理解 ＭＢＴＩによる性格検査を活用した自己理解

　コミュニケーションで大切なのは、自分を理解し，相手を理解し、お互
いに理解しあう事です。世界48カ国以上で用いられている、心理学者
ユングのタイプ論に基づいたＭＢＴＩという性格検査を用いて心の利き
手を見つめ、自分を理解し、人の多様性を理解して他者の理解に役立
てます。

3時間 ￥１０，０００ １８：００～２１：００ ５月９日(金)
１期（４月～７月）
２期（８月～１１月）

聴く～傾聴１～ ４月４日(金)

聴く～傾聴２～ ４月１１日(金)

アサーティブコミュニケ―ション-1 ４月１８日(金)

アサーティブコミュニケーション-2 ４月２５日(金)

28 コミュニケーションタイプ
ソーシャルスタイル
（対人行動の特徴）

　対人行動のスタイルを決定する２つの要因から４つのタイプに分けて
考え、その特徴をご理解いただきます。そして、それぞれの状況に合っ
た最適な行動を選択し、違うタイプの相手にも柔軟に対応することで、
より良いコミュニケーションをめざし人間関係を効率的に向上させま
す。

3時間 ￥３，０００ １８：００～２１：００ ５月２日(金)

29 コミュニケーショントレーニン
グ

ケーススタディ，ロールプレイ
　学んだ理論に基づいて、様々な状況・場面でのコミュニケーションに
ついて考え、ロールプレイによって体験的理解を深めます。 ２時間×３回 ￥２，０００/回 18：00～20：00

５月１６日(金)
５月２３日(金)
５月３０日(金)

6時間×２回
+受験

21000/全３回
毎回

10：00～17：00
（昼食休憩約1時間）

５月２４日(土)
５月３１日(土)

31 志望動機・自己ＰＲ作成 目標設定～志望動機作成

・価値観（働く上で大切なこと、働く目的、働きがいなど）、能力、特徴を
確認。
・職業・職種の情報を基に、マッチングのポイントを言語化
・それらを基に強みが伝わる志望動機・自己PRを作成します。

２時間 ¥2,000 １８：３０～２０：３０

32 文章作成力向上 自分らしい文章によるエントリーシート作成
・自分の考え方を解りやすく伝える、且つ読みやすい文章の作り方を
学び、就職活動において問われやすい質問について、自分の言葉で
文章を作成します。

２時間 ¥2,000 １８：３０～２０：３０

33 面接対応力向上 面接時質問への応答
・面接時の想定質問に対して、自分の経験や知識に基づいた応え方を
学び、実践練習を行います。 ２時間 ¥2,000 １８：３０～２０：３０

34 就職力UP
（１日コース、弁当付）

６時間 ￥６，５００ １０：００～１７：００ ４月１９日(土)　３１～３３の内容を１日で集中して行います

２０１５年１月
開催予定

（３年生対象）
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１期（４月～７月）
２期（８月～１１月）
３期（１２月～３月）

２１と２２は
同内容

パソコン操
作指導は
行いませ
ん
合わせて
コミュニ
ケーション
検定上級
対策講座
の受講と
資格取得
をお勧めし
ます

１期（４月～７月）
２期（８月～１１月）
３期（１２月～３月）

１期（４月～７月）
２期（８月～１１月）

４月：４年生対象
１月：３年生対象

　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。

22 ４時間×２回 ￥６，０００/回

毎回
１３：００～１７：００
（修了後、懇親会も

開催予定。費用は別途）

21

　女性管理職特有の不安を解消し、管理職として求め
られるスキルを向上させる内容です。
　女性管理職が、自信をもって自分らしくキャリアを積
み上げていくため、自己管理能力を高めます。また、
対外的にも社内に向けても潜在化する能力を顕在化
させて、力を思い切り発揮できるようになるためのスキ
ルも向上させます。
　学んで話し合う、グループワークたっぷりの講座で
す。
　経営者、管理者、リーダー、これからリーダーになる
方、これから起業したい方などを対象に実施いたしま
す。

２時間×４回 ￥３，０００/回 毎回
１９：３０～２１：３０

女性リーダー講座
（全４回）

女性リーダー講座
(半日×2回コース)

お
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　「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

　「聴き上手は会話上手」と言われます。企業内や教育の現場、介護
や福祉の現場など、さまざまな場面で真に相手が伝えたいことを聴き
とる能力が求められています。また、仕事だけでなくで家庭や趣味のグ
ループなどプライベートな場所でも「傾聴」できれば楽しい会話が弾む
ことでしょう。「聴く」について考え、傾聴の基本的スキルと具体的方法
を学び実践練習を通して活用できるようになりましょう。

3時間 ￥２，０００/回

18：00～20：00
　自分の主張したいことを確認し、そのことを伝える（または
伝えない）“権利”をご理解いただきます。アサーション～より
良いコミュニケーションのためのさわやかな自己主張～につ
いての知識を学び、実際の言動にどのように取り入れられる
かを体験を交えながら考えていただきます。言いにくいことで
も「率直」「誠実」に伝えることができる自己表現法について
考えてみましょう。

２時間×2回 ￥２，０００/回

いきいき働く
女性になる講座

２期（８月～１１月）
３期（１２月～３月）

30
＊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

１期（４月～７月）
２期（８月～１１月）
３期（１２月～３月）

仕事という視点から自分の人生の方向性を見つけ自分なりのライフベ
クトルを見つめてみましょう。自己理解を深めるために、心理学のユン
グのタイプ論に基づいたＭＢＴＩという性格検査を用いて心の働きから
自分らしさを理解し、納得のいく働き方・人生について考えてみましょ
う。

6時間×２回 ￥８，５００/回
毎回

１０：００～１７：００
１期（４月～７月）

３期（１２月～３月）

人生を豊かにするための
自己理解

（仕事人生を考える）

コミュニケーション検定
上級対策講座

コミュニケーションスキルを体系的に理解し
高め、資格（検定（上級））取得を目指します
（2日間+受験コース、弁当付）


