
公開研修プログラム
－2020年度開催のご案内－

企業・組織の代表者各位

新潟県生産性本部

各種事業、セミナー等に関する問い合わせaddress

mail：info@n-seisanseihonbu.com
URL:http:/www.n-seisanseihonbu.com

２日コース
■ 主任・係長基礎コース

■ 管理監督者基礎コース

１日コース
■ 営業力基礎コース

■ 自律型若手社員育成研修

■ 営業力強化コース

■ 明日から活かせる�
　事業企画提案力の向上

■ ヒューマンエラー対策

■ 論理的思考で�
　日々の業務を劇的改善！

■ 接遇の達人を目指す !�
　クレーム応対術

■ 簿記経験のない方でも理解できる�
　決算書の読み方・活かし方

半日コース
■ 新入社員・インターン�
　受け入れセミナー

■ 短時間で習得 !�
　プレゼンテーション研修



御　挨　拶

― 組織紹介 ―
 人材育成と企業経営をサポート！

⃝設立趣旨	 �新潟県内の労・使・学（行政）で構成されており、「日本生産性本部」を始め全国
のネットワークと連携しながら、産業・経済の活性化と生産性の持続的発展を図り、
活力ある新潟の創造に貢献いたします。

⃝沿　　革	 �昭和33年６月新潟県生産性協議会（新潟県商工労働部企業振興課内）として発足
� 昭和46年白山ビルに移転
� 昭和50年新潟県生産性本部に名称変更
� 平成17年新潟県社会経済生産性本部に名称変更
� 平成20年創立50周年記念式典開催
� 平成25年新潟県生産性本部に名称変更
⃝会　　長	 森　邦雄（元新潟県副知事）

― 事業紹介 ―
1公開講座　　経営トップから専門分野、職種別などきめ細かい講座を企画開催いたします。
2企業内研修　　事前打合せにより、お客様のニーズに合わせた独自内容で研修を行います。
3各種フォーラム・講演会　　社会・経済・文化などの最新情報を企画提供いたします。
4先進企業視察研究会　　県内外の優良企業の先進的取組みを見学いたします。
5個別相談　　専門分野のプロが経営課題・人事・労務・法的問題等の個別相談をいたします。
6受託事業　　各専門分野の講師を派遣いたします。
7日本生産性本部との連携事業
� ・��「生産性の船」洋上研修（アジア各国の企業訪問、産業・文化視察）を実施し、

異文化ネットワークを広げます。
	 ・メンタルヘルス・ワークライフバランスなど連携して実施しております。
8各種販売　　書籍・教育ビデオ・手帳などを販売しております。

　平成から令和、デジタルテクノロジーの進展や人口減少問題
など、日本経済を取り巻く環境は劇的に変化しております。こ
のような中、新潟県内においては特に少子高齢化の進展が顕著
であり、県内の経済社会の持続可能性が、今、真剣に問われて
おります。
　これらの状況を踏まえ、県内経済社会を次世代に引き継ぎ、
未来への責任を果たすためには、社会の活力となる生産性向上
が不可欠であります。
　新潟県生産性本部は、このような認識のもと、引き続き「人
材の育成」が重要であり、「人材こそ宝」であると考えておりま
す。今後さらに、働き方改革を推進するとともに、全ての人が
働きがいを感じ、そして若い世代が未来に希望を持ち活躍でき
るよう、必要な知識、手法を習得していただくプログラムをご
提案させていただきます。
　ここにご紹介する研修プログラムをもって、これからの経営
課題解決をサポートいたします。
　各企業・団体様におかれましては、皆様の人材育成計画の中
に是非ともご活用いただきますようお願い申し上げます。

新潟県生産性本部
会長　森　邦雄
（元新潟県副知事）
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企業内教育プログラム（社内研修）

・組織の経営課題に向けた研修プログラムの開発・実施をお手伝いいたします。
・�各社の研修ニーズに応じ、貴社（貴組織）と講師、当本部が一体となり、独自のプログラムを企画し、事
前打合せから終了後のフォローアップまできめ細かく対応・支援いたします。

▪プログラム構成（このほかにもニーズに合わせ企画ご提案いたします）

階層別研修
・上級管理者コース
・能力開発コース
・主任係長コース
・リーダー養成コース
・キャリアアップコース
・新入社員研修　　など

ビジネススキルアップ研修
・コーチング・OJT 実践
・プレゼンテーション
・交渉力
・コミュニケーション
・問題解決
・人事考課
・文書作成能力　 など

その他テーマ別
・メンタルヘルス
・人材マネジメント
・企業分析・強化
・営業の基本、営業力強化
・マーケティング戦略
・企画提案力　　など

▪研修実施までの流れ
実施ステップ
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⃝ 企業内研修

・貴社（貴組織）の職場研修、ヒジネススキル習得、講演、セミナーに講師を派遣いたします。
お気軽にお問合せください。見積もりは無料です。

⃝ 講師派遣
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入会のご案内
　新潟県生産性本部は、生産性の向上を目指し、時代の変化や社会ニーズに即した事業を
展開し、企業と地域の健全な発展に貢献しています。
　是非とも多くの企業・団体の皆様のご入会をお願い申し上げます。
　※本会の趣旨に賛同いただける個人の皆様のご入会も可能です。

会員特典
1．当本部主催の研修・セミナ－参加料割引
2．	社内研修講師や経営コンサルタント派遣
費用の割引

3．	生産性新聞の無料提供（月３回発行）
4．	日本生産性本部と共催の各種事業等の会
員価格適用

　・	「月例研究会（著名人の講演会）」への
無料参加

　・	「経営相談会」の無料参加
　・	「生産性の船」洋上研修（アジア各国の

企業訪問、産業・文化視察）参加への
会員価格適用

5．	日本生産性本部発行の書籍、視聴覚教材
の割引　など

入会の申し込み
　電話またはFAXにてご連絡いただければ、詳
細のご案内、入会手続き等についてご説明いた
します。
お問合せ : 新潟県生産性本部
電話 025-267-0584　　FAX 025-233-0903

新潟県生産性本部 位置図

116
116

164

164
白山ビル 

（新潟県生産性本部）

白山公園

新潟市役所

敷島保育園新潟白山浦郵便局

白山駅

P
フレンドパーク白山浦 1 丁目

フレンドパーク
白山駅前

P

P

フレンドパーク学校町通 2 番町

P
フレンドパーク

西堀通 1

新潟県民
会館

新潟市陸上
競技場

新潟市役所
分館

※BRT 市役所前バス停から徒歩１分
※JR 白山駅から徒歩 10 分
※  提携駐車場のご案内
　  図上に表示した Pフレンドパーク駐車場を利用した

場合は割引券（１台につき 200 円券１枚）を差し
上げます（図上に表記している以外のフレンドパー
クも対象となります）。

　  なお、各駐車場の料金・収容台数等の詳細は「フレ
ンドパーク新潟市役所周辺」で検索してください。
フレンドパーク以外の駐車場は提携外の為、割引券
はご利用できません。
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公 開 研 修 日 程 別 ス ケ ジュー ル
形式・日程 研修名・コース 講　　　師 参加費（税込）

１日
�５月 21日（木）

営業力基礎コース
～優秀な営業社員の思考・行動の特性を
� 理解して営業に必要なスキルを学ぶ～

エムエムシー総合コンサルティング㈱
和栗　　聖　氏

会員� 12,100 円
一般� 16,900 円

１日
�５月 27日（水）

自律型若手社員育成研修
～若手社員が身につけるべき
� 自律型人財になるための必須条件～

ミワアシスタンス
人材育成アシスタント

近藤　美和　氏
会員� 12,100 円
一般� 16,900 円

１日
�６月 10日（水）

営業力強化コース
～高い成果を生み出すための
� 営業力強化を理解する～

エムエムシー総合コンサルティング㈱
和栗　　聖　氏

会員� 12,100 円
一般� 16,900 円

２日
�６月 25日（木）
�７月 30日（木）

主任・係長基礎コース
～業務遂行の「職場の要」として
� 活躍するために～

（公財）日本生産性本部
コンサルタント

栗林　裕也　氏
会員� 24,200 円
一般� 29,900 円

１日
�７月 ７ 日（火）

明日から活かせる
� 事業企画提案力の向上
～相手が思わず共感する提案力を身につける：
� マーケティング思考から～

新潟国際情報大学
准教授

藤田　美幸　氏
会員� 12,100 円
一般� 16,900 円

１日
�８月 26日（水）

犯人捜しにならないための―
ヒューマンエラー対策

～それって本当にヒューマンエラーですか？～

バリュー・プロダツク
代表

三宮　直人　氏
会員� 12,100 円
一般� 16,900 円

２日
�９月 ３ 日（木）
10月 ８ 日（木）

管理監督者基礎コース
～自分と組織の目標を達成し続ける
� 管理職となるために～

（公財）日本生産性本部
コンサルタント

栗林　裕也　氏
会員� 24,200 円
一般� 29,900 円

１日
�９月 30日（水）

論理的思考で
　日々の業務を劇的改善！
～ロジカルシンキング力・
� 問題解決力を手に入れる１日～

グローカルマーケティング㈱
営業支援部　部長

遠藤　頑太　氏
会員� 12,100 円
一般� 16,900 円

１日
10月 14日（水）

接遇の達人を目指す !
クレーム応対術
～不満が「有難う」に変わる瞬間～

㈱マナーズ
代表取締役

山田　節子　氏
会員� 12,100 円
一般� 16,900 円

１日
10月 22日（木）

簿記経験のない方でも理解できる
決算書の読み方・活かし方
～簿記会計の勉強では身につかない実践的な
� 決算書の読み方・活かし方を伝授～

パートナーズコンサルティング
代表

江部　誠一　氏
会員� 12,100 円
一般� 16,900 円

半日
11月 12日（木）

新入社員・インターン
受け入れセミナー
～新入社員の定着率を
� 向上させるための仕組みづくり～

エムエムシー総合コンサルティング㈱
和栗　　聖　氏

会員� 7,700 円
一般� 12,000 円

半日
11月 19日（木）

短時間で習得 !
プレゼンテーション研修
～結果を出すために話し方を見直そう～

菊野　麻子　氏
（元NST新潟総合テレビ　アナウンサー）

会員� 7,700 円
一般� 12,000 円

会場：白山ビル７F
諸事情により会場が変更になる場合はご連絡致します。その際はご了承願います。
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主任・係長基礎コース　2020 年６月 25 日・７月 30 日開催（定員 20 名）

～業務遂行の「職場の要」として活躍するために～
ねらい ■	　「役割意識が行動を規定する」という考

えに基づき、主任・係長に期待される役割
を明確にします。

■	　自らが主体的に考え、管理職を積極的に
支援する「フォロワーシップ」を学び、職
場で業務遂行の中心的役割を果たすための
ポイントを習得します。

■	　期待される役割を果たすための「土台と
なる６つのチカラ」と「２つのスキル」を
習得します。

■	　研修での学びと日々の業務の実践を連動
させる「研修転移」により実践につなげます。

講師：公益財団法人 日本生産性本部
　人材開発コンサルタント／キャリアコンサルタント養成講座講師（国家資格）
　白百合女子大学非常勤講師
　新潟県キャリアセンター顧問
　　栗林　裕也　氏
プロフィール：
早稲田大学政治経済学部卒業
後、民間企業を経て公益財団法
人日本生産性本部に入職。
「どうしたら人は成長するか」と「どうしたら持って
いる力を発揮し成果につなげられるか」を研究テー
マに、年間 200日以上研修やコンサルティングに従
事する。
継続のクライエントは官公庁から企業まで多数。
趣味は川下りで休みになると奥多摩でオールを漕い
でいる。
著書：	「生産性革新と社会経済の未来」（生産性労働

情報センター・共著）、「組織における管理職
を起点とした人材の活性化戦略とは」（季刊
ワークライフ）など

対　象 職種問わず
○	係長・主任クラス
○	チームリーダーおよび管理職候補者
○	中堅社員	 など

参加費（資料代・ランチ代込み）
・会員１名　24,200 円（税込）
・一般１名　29,900 円（税込）

カリキュラム ■プログラム（１回目　６月 25日）
10：00開始
１．私たちに期待される役割
（1	）「役割」とは何か　	
　～その本質について深く考える～

（2	）現在の役割の認識と問題意識

２．フォロワーシップを発揮する
（1	）「フォロワーシップ」はなぜ重要なのか
（2	）フォロワーシップを発揮するための「２
つの認識」

（3	）物事を「我が事意識」として捉えるため
のワーク

３	．土台となる６つのチカラ　	
～徹底トレーニング～

（1	）必要となるチカラの考え方　	
　～ロバート・カッツモデルと６つのチカラ～

（2	）①気づくチカラ　　　　②考えるチカラ
　　③人と向き合うチカラ　④発言するチカラ
　　⑤学ぶチカラ　　　　　⑥感謝するチカラ

４．実践計画
（1）信念を据える
（2）職場に戻ってからの実践計画
	 17：00終了

■プログラム（２回目　７月 30日）
10：00開始
１．実践の振り返り
（1	）自己評価と客観評価
（2	）セルフリーダーシップの考え方　	
　～思考、感情、行動～

２．自らを成長させるために
（1	）価値観と強みの明確化
（2	）キャリア形成の考え方
（3	）ダイアローグによる課題の明確化
（4	）自分のいたわり方　	
　～メンタルヘルス～

３．業務遂行の２つのスキル
（1	）タイムマネジメントスキル
（2	）コミュニケーションスキル

４．実践計画
（1	）自らの成長プラン
（2	）職場に戻ってからの実践計画

	 17：00終了

２
日
コ
ー
ス
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管理監督者基礎コース　2020 年９月３日・10 月８日開催（定員 20 名）

～自分と組織の目標を達成し続ける管理職となるために～
ねらい ■	　職場の状況と当事者の個性に合わせた

リーダーシップスタイルを明らかにします。
■	　マネジメントとは、何を、どのようにマ
ネジメントするのかを学習し、職場で実践
できるよう落とし込みを行います。
■	　部下育成では、成長理論を応用して対話
や面談でどのように関わればよいかトレー
ニングを通じて実力の向上を目指します。

講師：公益財団法人 日本生産性本部
　人材開発コンサルタント／キャリアコンサルタント養成講座講師（国家資格）
　白百合女子大学非常勤講師
　新潟県キャリアセンター顧問
　　栗林　裕也　氏
プロフィール：
早稲田大学政治経済学部卒業
後、民間企業を経て公益財団法
人日本生産性本部に入職。
「どうしたら人は成長するか」と「どうしたら持って
いる力を発揮し成果につなげられるか」を研究テー
マに、年間 200日以上研修やコンサルティングに従
事する。
継続のクライエントは官公庁から企業まで多数。
趣味は川下りで休みになると奥多摩でオールを漕い
でいる。
著書：	「生産性革新と社会経済の未来」（生産性労働

情報センター・共著）、「組織における管理職
を起点とした人材の活性化戦略とは」（季刊
ワークライフ）など

対　象 職種問わず
○	管理監督者（課長・課長代理クラス）
○	職場リーダー
○	人事教育担当者
○	労働組合幹部	 など

参加費（資料代・ランチ代込み）
・会員１名　24,200 円（税込）
・一般１名　29,900 円（税込）

カリキュラム プログラム（１回目　９月３日）
10：00開始
１．私たちに期待される役割
（1	）管理職の「役割」とは何か　	
　～その本質について深く考える～

（2	）現在の役割の認識と問題意識

２．リーダーシップを発揮する
（1	）「リーダーシップ」の本質とは何か
（2	）セルフリーダーシップ
（3	）他者へのリーダーシップ
　①模範となる言動力
　②部下からのアンケートフィードバックⅠ

３．職場づくり
（1	）職場づくりの考え方　	
　～ PとMの両軸～

（2）職場の問題点の抽出と巻き込み
（3）組織の風土づくりとは
（4）職場の風土分析と実践の検討

４．実践計画

	 17：00終了

プログラム（２回目　10月８日）
10：00開始
１．実践の振り返りと現状の明確化
（1）自己評価と客観評価
（2）自分と組織の問題点の明確化

２．管理職としての能力トレーニング
（1	）管理職に求められるコンセプチュアルス
キルとは

（2	）情報を知恵に昇華させるためのトレーニ
ング

３．マネジメントのポイント
（1	）マネジメントとは何をどのようにマネジ
メントすることなのか

（2	）マネジメントシートを活用した「P」づ
くり

（3	）マネジメント　３段階のポイント
（4	）部下からのアンケートフィードバックⅡ

４．部下育成の理論とスキル
（1	）部下育成の理論
　①部下の成長とは何を成長させることなのか
　②育成の落とし穴
（2	）相互理解　
（3	）育成のスキルとトレーニング

５．実践計画
	 17：00終了
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営業力基礎コース　2020 年５月 21 日開催（定員 20 名）

～優秀な営業社員の思考・行動の特性を理解して営業に必要なスキルを学ぶ～
ねらい ■　優秀な営業社員に共通する思考・行動の

特性（特徴）とは何かを理解します。
■　優秀な営業社員に共通する思考・行動の
特性（特徴）を理解したうえで、研修生の
現状を客観して、不足しているスキルの把
握をします。

■　理想の営業社員に到達するための不足ス
キルの習得方法等の計画を作成します。

講師：エムエムシー総合コンサルティング㈱
　　和栗　聖　氏
プロフィール：
大学卒業後、社会保険労務士法
人及びコンサルティング会社で
の勤務を経て、エムエムシー総
合コンサルティング株式会社に
取締役として入社。再生・改
善計画作成及び実行支援、創業支援、販路開拓支援、
人事制度構築支援など幅広くコンサルティングを実
施。保有資格は、中小企業診断士、社会保険労務士、
事業承継士、M&Aシニアエキスパート

対　象 ○	入社５年以内で営業未経験者または経験が
浅く基礎を学びたい方

○	職種問わずコミュニケーションやマナーを
学びたい方	 など

参加費（資料代・ランチ代込み）
・会員１名　12,100 円（税込）
・一般１名　16,900 円（税込）

カリキュラム 10：00開始
１．オリエンテーション
　　本研修の目的・ゴールの共有、自己紹介
２．営業とは
（1）営業の仕事の流れ
（2）営業で求められるスキル
３．優秀な営業社員に共通する思考・行動とは
４．相手に好印象を与える基本行動
（1）あいさつの基本
（2）身だしなみの基本

（3）動作の基本
５．相手の話を聴く・理解する
（1）相手の話を聴く
（2）相手の話を理解する
（3）相手の話を要約する
６．コミュニケーションの重要性
７	．想いを伝えるプレゼンテーションスキル
８．営業社員として目標設定
	 17：00終了

自律型若手社員育成研修　2020 年５月 27 日開催（定員 20 名）

～若手社員が身につけるべき自律型人財になるための必須条件～
ねらい ■　組織の目的や方向性を踏まえ、自ら考え

行動する若手社員として仕事の基礎スキル
を固め、業務遂行能力とモチベーションを
高めます。

■　業務遂行上の課題を自らが解決の道筋を
描き、周囲を巻き込みながら成果につなげ
るための人間力アップを図ります。

講師：ミワアシスタンス
　人財育成アシスタント
　　近藤　美和　氏
プロフィール：
人材育成会社のコンサルタント
を経て、平成 15年ミワアシス
タンスを設立。
県内各所にて年間 140 回 2,000 人を超えるワーク
ショップ形式による研修 ･ セミナー ･ 授業を担当。
産業カウンセラー､ 心理相談員。

対　象 ○	入社３～４年目の若手社員
○	新卒 ･中途採用の新入社員
	 など

参加費（資料代・ランチ代込み）
・会員１名　12,100 円（税込）
・一般１名　16,900 円（税込）

カリキュラム 10：00開始
１．オリエンテーション
　　研修の目標共有、アイスブレイク
２．「仕事力」を底上げする
（1	）課題解決プロセスとチームワーク
	 【合意形成ゲーム体験】
（2）“社会人基礎力”チェックによる内省
（3）戦力化への課題発見

３．「人間力」をアップする
（1	）周囲を巻き込むためのコミュニケーション
　　基本の再確認とアサーション
（2）説得とプレゼンテーション
	 【後輩指導のケーススタディ】
４．これからのキャリアをデザインする
	 目標 ･計画の設定と行動項目を宣言する
	 16：30終了

１
日
コ
ー
ス
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営業力強化コース　2020 年６月 10 日開催（定員 20 名）

～高い成果を生み出すための営業力強化を理解する～
ねらい ■　成果の高い営業を生み出す仕組みを理解

する。
■　お客様の抱える課題を多面的な視点で捉
え、課題解決に向けた方向性を検討し、顧
客が受け入れやすい形で営業力を強化する
手法を理解する。

講師：エムエムシー総合コンサルティング㈱
　　和栗　聖　氏
プロフィール：
大学卒業後、社会保険労務士法
人及びコンサルティング会社で
の勤務を経て、エムエムシー総
合コンサルティング株式会社に
取締役として入社。再生・改
善計画作成及び実行支援、創業支援、販路開拓支援、
人事制度構築支援など幅広くコンサルティングを実
施。保有資格は、中小企業診断士、社会保険労務士、
事業承継士、M&Aシニアエキスパート

対　象 ○	営業担当、営業経験者
○	お客様との関係構築に課題を感じている方
○	お客様が気付いていないニーズと課題を引
き出し、お客様の目線に立ったさまざまな
質の高い手法を学びたい方	 など

参加費（資料代・ランチ代込み）
・会員１名　12,100 円（税込）
・一般１名　16,900 円（税込）

カリキュラム 10：00開始
１．オリエンテーション
　　本研修の目的・ゴールの共有、自己紹介
２．営業力を段階別で強化する
３．営業活動を指標別で分解する
４．成果の上がる顧客を選定する

５．顧客の求めるニーズを把握する
６．ヒアリング力を身に付ける
７．質の高い提案力を身に付ける
８．課題解決力を身に付ける
	 16：30終了

明日から活かせる事業企画提案力の向上　2020 年７月７日開催 （定員 20 名）

～相手が思わず共感する提案力を身につける：マーケティング思考から～
ねらい ■　成功確率を高める企画や提案力を身につ

ける。
■　相手に「伝わる」企画や提案力を身につける。
・　本セミナーでは、相手のニーズをより理
解し、共感や賛同を得られる企画や提案力
を向上させることができます。

・　組織内外での企画や提案力を向上させる
ことができます。

・　マーケティングの本質を知ることができ
ます。

講師：新潟国際情報大学
　経営情報学部　経営学科
　准教授
　　藤田　美幸　氏
プロフィール：
博士（経済学）
専門はマーケティング戦略。特
に健康・スポーツ関連分野の消
費者行動に興味関心をもち研究している。
中部スノーボード協会理事や全日本スキー連盟、日
本スポーツ振興センター委託事業「女性アスリートの
強化支援（女性アスリートの競技大会等プログラム）」
外部評価者（2018～ 2020）などさまざまな活動を
広げている。

対　象 ○	企画力、提案力を強化させたい方
○	組織で新しい取り組みを始めたい方、改善したい方
○	若手、中堅層、リーダー層
○	アイデアを具体的な形にしたい方
○	商品・サービスの企画力を向上させたい方
○	組織の課題に対し、最適なマーケティング
解決策や戦略を検討したい方	 など

参加費（資料代・ランチ代込み）
・会員１名　12,100 円（税込）
・一般１名　16,900 円（税込）

カリキュラム 10：00開始
１．成功の確率を高める企画とは
・相手をより理解するマーケティング思考
・創造的適応
２．アイデアを形にする手法
（1）マーケティング活動のプロセス
・	分析→ STP→MM（マーケティング・ミッ
クス）→実施→統制

（2	）マーケティング戦略マップの作成（事例演習）

３．共感や賛同を得られる企画や提案
（1）伝わる企画、提案とは
・経験、カン、度胸に頼らない企画や提案
・市場変化への対応
（2）企画書、提案書の作成（事例演習）
・相手志向、市場志向

	 17：00終了
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犯人捜しにならないための―ヒューマンエラー対策　2020 年８月 26 日開催（定員 20 名）

～それって本当にヒューマンエラーですか？～
ねらい 　ヒューマンエラーは永遠の課題。ヒューマ

ンエラーを正しく理解しゼロに近づけるため
にできる対策を学ぶ。
■	　誰でもそんなつもりはないがエラーを犯
す、そのエラーは時には甚大な被害につな
がる。

■	　犯人捜しの個人攻撃ではエラーを繰り返
す。自分のエラーや“なぜ起こしたか”を
思い出す。

■	　エラーが起きる仕組みと要因を知れば事
前の対策が打てる。

■	　ヒューマンエラーを減らすための実施計
画を作り、職場に帰り実践する。

講師：バリュー・プロダクツ
　代表
　　三宮　直人　氏
プロフィール：
柏崎市在住、1962年生まれの寅年。
国立長岡工専機械工学科卒業後、
NEC入社。
2001 年にアルコア・ホイール・
プロダクツ・ジャパン設立にあたり同社に転職。
生産管理、資材調達の業務とともに、トヨタ生産方式を使っ
た生産革新活動を担当。
2006 年に同社を退職し、経営改善コンサルタントとして
独立。現在、コンサルティングとともに柏崎市議会議員と
してイノベーション起しに奔走中。

対　象 ○	自分のミスに気づいていない方、自分のミ
スをゆるせない方

○	何度注意しても失敗を繰り返すと悩む管理
者の方

○	職場を良くしたいと本気で考えている全て
の方	 など

参加費（資料代・ランチ代込み）
・会員１名　12,100 円（税込）
・一般１名　16,900 円（税込）

カリキュラム 10：00開始
１．ヒューマンエラーの基本的な理解
（1	）事例「凡ミスが甚大な被害」
（2）人は必ずミスを犯す
（3）ヒューマンエラーの分類
（4）ヒューマンエラーの発生のメカニズム
（5）【グループワーク】失敗から学んだこと
２．ヒューマンエラーの要因と予防策
（1）ヒューマンファクターとは
（2）ヒューマンエラーの 12の要因

（3）個人的側面の予防策
（4）組織的側面の予防策
（5）【事例紹介】安全は全てに優先する
３．自社ヒューマンエラー対策計画の作成
（1	）【個人ワーク】
　　自社ヒューマンエラー対策計画の検討
（2	）【グループワーク】
　　対策の発表とアドバイス
	 17：00終了

論理的思考で日々の業務を劇的改善！　2020 年 ９月 30 日開催（定員 20 名）

～ロジカルシンキング力・問題解決力を手に入れる１日～
ねらい ■　問題解決・問題発見のスキルを身につける。

■　ロジカルシンキング（論理的思考）力を
強化することで課題解決の質・効率・スピー
ドを向上させる。

講師：グローカルマーケティング株式会社
　営業支援部　部長
　　遠藤　頑太　氏
プロフィール：
大学卒業後、東京の営業コンサ
ルティング・営業アウトソーシ
ング会社に従事したのち、グ
ローカルマーケティングへ入
社。中小企業から大手企業・上
場企業まで、様々な業種業態にわたる企業の営業支
援を行いながら、近年は自身の経験をもとにした人
財育成支援を実施中。

対　象 ○	職種問わずロジカルシンキングの手法を身
に着けたい方

○	若手、中堅層、リーダー層	 など

参加費（資料代・ランチ代込み）
・会員１名　12,100 円（税込）
・一般１名　16,900 円（税込）

カリキュラム 10：00開始
１．オリエンテーション
　　目的・ゴールの認識共有
２．「課題」とは何か
　　「課題」の定義づけ
３．課題発見力を磨く
　　「視点」「視野」「視座」の違い
４．ロジカルシンキングの目的と効果
（1）ロジカルシンキングとは

（2）ロジカルシンキングの必要性
５．ロジカルシンキングの手法
（1）MECE	（ミーシー）
（2）ロジックツリー
（3）演繹法と帰納法
（4）フレームワーク思考
	 17：00終了
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接遇の達人を目指す！クレーム応対術　2020 年 10 月 14 日開催（定員 20 名）

～不満が「有難う」に変わる瞬間～
ねらい ■　昨今の社会情勢とクレームの現状を理解

し、クレーム応対の重要性を認識する。
■　精神分析の口語版と言われるTA理論（交
流分析）に基づき、効果的な交流について
理解し、傾聴～問題解決までのステップを
ロープレを通して、身につける。

■　クレーム応対後のメンタルセルフケアに
ついての手法を理解する。

講師：株式会社マナーズ
　代表取締役
　　山田　節子　氏
プロフィール：
国家資格キャリアコンサルタント
1999 年より、人材育成コンサル
タント。
2009 年マナーズを設立。現在、
主に新潟県内の企業にて、階層別研修、接客研修、医療
機関での接遇研修、メンタリングマネジメント研修、メ
ンター制度導入コンサルティングを行う。

対　象 ○	職種問わずクレーム対応でお困りの方
○	窓口対応をされる方
○	電話にてクレーム応対にあたる方
○	クレーム対応の基本スキルを身につけたい方
	 など

参加費（資料代・ランチ代込み）
・会員１名　12,100 円（税込）
・一般１名　16,900 円（税込）

カリキュラム 10：00開始
１．社会情勢とクレームの現状
　　～事例紹介～
２．クレームの考え方と心得
（1）クレームはお客様からの期待
（2）組織へのクレームである意識をもつ
（3）「組織」で共有し再発防止に努める
３．クレーム対応のステップ
（1）傾聴して、悪感情を取り除く
（2）質問をしながら、問題把握する
（3）問題解決策を提示する

４．傾聴～問題解決までのスキル（TA理論）
（1）初期対応の感情の受け止め
（2）傾聴力の強化
（3）問題解決（説明力・提案力）の強化
５．クレーム対応ロールプレイング
（1）グループで事例検討
（2）グループ内トレーニング
（3）代表者ロールプレイング
６．ストレスへの対処法
　　～ストレスコーピングと
　　　　　　　チームメンバーのフォロー～
	 16：30終了

簿記経験のない方でも理解できる決算書の読み方・活かし方　2020 年 10 月 22 日開催（定員 30 名）

～簿記会計の勉強では身につかない実践的な決算書の読み方・活かし方を伝授～
ねらい ■　簿記・会計学を知らない…だけど、決算

書を読めるようになりたい !
■　決算書を見て、自社あるいは取引先の勢
いや実態を知り、マネジメントや営業に役
立てたい。

■　小難しい理屈はいいから、分かりやすく
教えてもらいたい。

■　取引金融機関は決算書をどう見ているの
か知りたい。

講師：パートナーズコンサルティング
　代表
　　江部　誠一　氏
プロフィール：
中小企業診断士
（経産省認定経営革新等支援機関）
医業経営コンサルタント

対　象 ○	経営者、管理者
○	営業、製造責任者
○	経営数字に関連する活動で、困った経験を
お持ちの方	 など

参加費（資料代・ランチ代込み）
・会員１名　12,100 円（税込）
・一般１名　16,900 円（税込）

カリキュラム 10：00開始　（電卓持参）
１	．決算書は単純 !　決算書を読みこなすと
はどういうことか

（1）決算書の種類
（2）決算書は何期見るか
２	．損益計算書と貸借対照表の知識（基本編）
（1）損益計算書の基本知識
（2）貸借対照表の基本知識
（3）キャッシュフローの基本知識

３	．決算書の読み方・活かし方（実践編、事例）
（1）損益計算書の見方
（2）貸借対照表の見方・読み方
　　６つのタイプしかない貸借対照表と特徴
（3）キャッシュフロー計算書の見方・読み方
４	．決算書から見る企業経営のタイプ（事例）
５	．金融機関が見る企業のチェックポイント
	 17：00終了
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新入社員・インターン受け入れセミナー　2020 年 11 月 12 日開催（定員 20 名）

～新入社員の定着率を向上させるための仕組みづくり～
ねらい ■	　人手不足が著しい雇用環境下において、

新入社員が定着しない要因を理解します。
■	　新入社員の定着率向上を図るために上司
としてのあるべき接し方を理解します。

■	　インターンシップの現状と学生・学校側
とのミスマッチを防ぐための手法を理解し
ます。

講師：エムエムシー総合コンサルティング㈱
　　和栗　聖　氏
プロフィール：
大学卒業後、社会保険労務士法
人及びコンサルティング会社で
の勤務を経て、エムエムシー総
合コンサルティング株式会社に
取締役として入社。再生・改
善計画作成及び実行支援、創業支援、販路開拓支援、
人事制度構築支援など幅広くコンサルティングを実
施。保有資格は、中小企業診断士、社会保険労務士、
事業承継士、M&Aシニアエキスパート

対　象 ○	経営者、人事・採用担当者
○	新入社員の定着率向上へのアドバイスを受
けたい方

○	インターン受け入れをお考えの方	 など

参加費（資料代込み）
・会員１名　	 7,700 円（税込）
・一般１名　12,000 円（税込）

カリキュラム 13：30開始
１．オリエンテーション
　　本研修の目的・ゴールの共有
２．我が国の雇用を取り巻く環境
３．新入社員の定着率を高めるために
（1）新入社員が定着しない理由
（2）モチベーションとは何か
（3）目標設定の重要性

（4）指示待ち社員を生む要因
４．インターンシップ	の現状
（1）円滑なインターン受け入れの手順
（2）インターン受け入れに際しての留意点
５．インターンを雇用に繋げるために
　　学生・学校とのミスマッチを防ぐ
	 17：00終了

短時間で習得！プレゼンテーション研修　2020 年 11 月 19 日開催（定員 20 名）

～結果を出すために話し方を見直そう～
ねらい ■	　簡潔にわかりやすく伝えるスキルを身に

つける
■	　コンテンツ（話の内容）やストラクチャー
（話の組み立て）について、ロジカルシン
キングを活用して話の構図を考える

■	　WEB会議などでも明確に伝わる発音発
声法を体験する

講師：菊野　麻子　氏
プロフィール：
NST 新潟総合テレビを経てフ
リーに。新潟経営大学観光経営
学部客員教授、新潟薬科大学薬
学部非常勤講師のほか、講演、
企業研修も担当

対　象 ○	人前で話す機会の多い方（講師、人事担当、
営業担当、技術職）

○	話すことに自信が持てない方
○	表現力を身につけたい方	 など

参加費（資料代込み）
・会員１名　	 7,700 円（税込）
・一般１名　12,000 円（税込）

カリキュラム 13：30開始
１．コミュニケーション理論
　　伝えるとは／伝達効率／目的の共有
２．伝える技術
（1）何を伝えるべきか
（2）付箋を使った話の組み立てワーク
（3）ロジカルシンキングで話の構図を考える

３．仕事に役立つ発音発声法
（1）苦手な発音練習／響く声を出す
（2）表現力を磨く（抑揚、間の極意）
４．ビジネスパフォーマンス術
（1）信頼を与える演出術（表情／目線／姿勢）
（2）ジェスチャーの効果
５．総括実習
（1）１分間スピーチ（録音して聞いてみる）
（2）ふりかえり
	 17：00終了

半
日
コ
ー
ス
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⽂書管理の⾒直しで、
働き⽅改⾰＆業務効率アップ！

SRI⽂書管理 🔍🔍

すぐに社内で始められる
役に⽴つ⼩冊⼦無償プレゼント
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公開研修参加申込要領
１��．お申込みは次頁の「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAX、メール又は郵送で送
付ください。参加者欄が足りない場合は、適宜コピーしてお申込みください。
２．参加の受け付けは先着順とし、定員になり次第締め切らせて頂きます。
３��．�参加証（会場ほか持ち物など）及び請求書は開催 2週間前をめどに郵送にてお送りい
たします。�
４．参加費は、研修開催前日までにお振込み下さい。
　　◆�同一コースに３名以上参加される場合は、１名につき 1,000 円、５名以上参加さ

れる場合は１名につき1,500円の割引をいたします。
５．お申し込み後、参加が出来なくなった場合は代理の方をご検討ください。
　��　代理の方が難しい場合は開催日より7日前（土日・祝日除く）までにご連絡ください。�
　��　それを過ぎますとキャンセル料 5,000 円を申し受けます（キャンセル料を差し引いた
金額を返金いたします）。なお、開催日当日のキャンセルは返金できません。
　参加申し込みの状況によっては研修を中止する場合があります。
��　個人情報は、本研修の実施に関る資料等の作成及び当本部が主催する事業における
サービス提供のみに利用させていただきます。
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〒951‐8052 新潟市中央区下大川前通３ノ町 2230番地 http://www.ni-grand.co.jp  
TEL  025-228-6111（大代表） FAX  025-228-0735 

 
 

語らいと憩いのウォーターフロント
くつろぎのひとときをお約束します 

●ＪＲ新潟駅から車で５分 ●関越・北陸自動車道新潟西ＩＣから 15 分 ●新潟空港から車で 20 分 

  
                                  
 

   

 
NICO クラブは NICO をより一層ご活用いただくための会員
制度です。「NICO を上手に活用したい」「支援情報やビジネス
ヒントが欲しい」とお考えの方は、どうぞ NICO クラブにご
加入ください。（随時募集） 

 



＊コピーをお取りいただき、FAX・メール又は郵便にてお申込みください。

ＦＡＸ　０２５－２３３－０９０３　　　公開研修参加申込書mail：info@n-seisanseihonbu.com
ふりがな � 年　 　月 　　日

組織名 TEL
〒

所在地 FAX

会　　員 一　　般 業　　種

お申込責任者� 所属・役職

氏　名� E-mail

１．��営業力基礎コース（１日） 2020年５月21日（木）開催
２．�自律型若手社員育成研修（１日） 2020年５月27日（水）開催
３．�営業力強化コース（１日） 2020年６月10日（水）開催
４．主任・係長基礎コース（２日） 2020年６月25日（木）、７月30日（木）開催
５．�明日から活かせる事業企画提案力の向上（１日） 2020年７月７日（火）開催
６．�ヒューマンエラー対策（１日） 2020年８月26日（水）開催
７．�管理監督者基礎コース（２日） 2020年９月３日（木）、10月８日（木）開催
８．�論理的思考で日々の業務を劇的改善！（１日） 2020年９月30日（水）開催
９．�接遇の達人を目指す!クレーム応対術（１日） 2020年10月14日（水）開催
10．�簿記経験のない方でも理解できる決算書の読み方・活かし方（１日） 2020年10月22日（木）開催
11．�新入社員・インターン受け入れセミナー（半日） 2020年11月12日（木）開催
12．�短時間で習得!プレゼンテーション研修（半日） 2020年11月19日（木）開催

コースの番号を選んで
ご記入ください 所属・役職 参加者氏名 備　考

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お申込み・お問合せ　　　　新潟県生産性本部
〒 951-8131　新潟市中央区白山浦１－６１４　白山ビル５Ｆ　電　話　025-267-0584

○をつけて下さい



「ハードウェア」「ユースウェア」「ソフトウェア」をトータルでサポートいたします

〒950-0926 新潟県新潟市中央区高志１丁目３番５号
TEL:025-286-8588 FAX:025-286-8988 HP:http://www.admic.co.jp/

トータルソリューション

クラウド

プリンター

複合機 セキュリティ サーバＰＣ

ネットワーク
カメラ

美しき日本の花嫁 

全員参加の神社婚 

〒 新潟県新潟市中央区西船見町


