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中小企業大学校広島校メルマガ担当の渡邊（わたなべ）です。
広島校では、引き続き新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら、
中小企業の皆様の経営や人材育成に役立つ研修を実施してまいります。
今回は広島校だより 3 月号をお送りいたします。どうぞご覧ください。
中小企業大学校広島校ホームページ
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/
■ ＩＮＤＥＸ ■
◆１－ 2022 年度研修、申込受付中！
◆２－ 広島校研修のご案内（2022 年 3 月～4 月開講）
◆３－ 中小企業大学校ｗｅｂ校からのお知らせ
◆４－ 中小機構中国本部からのお知らせ
◆５－ 中小機構人材支援部からのお知らせ
◆６－ その他
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ １．2022 年度研修、申込受付中！
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
広島校で実施する 2022 年度（2022 年 4 月～2023 年 3 月）の研修情報をホーム
ページに掲載しています！（受講申込受付中！）
各講座の詳細につきましても決まり次第、随時更新しています。
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/index.html
また、広島校の次年度の研修概要を掲載している「研修ガイド 2022」も
電子ブック版を下記のページで掲載しています。
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/index.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ２．広島校研修のご案内（2022 年 3 月～4 月開講）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

今後、広島校で実施を予定している講座をご紹介いたします。
研修の実施にあたっては、ご来校される方々に安心して研修を受講してい
だけるよう、感染症対策を実施してまいります。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022 年 3 月 16 日（水）～18 日（金）＜3 日間＞
[21-68] 若手リーダー研修
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2021/favgos000001w116.html
【研修の概要】
若手リーダーに求められる役割を理解した上で、上司の補佐や部下・後輩
指導のスキル、チームでの仕事の進め方等について学びます。
また、自らの個性も踏まえた「理想のリーダー像」について考え、今後の
行動プランを検討します。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022 年 4 月 19 日（火）～21 日（木）＜3 日間＞
[22-01] 決算書の読み方講座
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000002odn.html
【研修の概要】
決算書の仕組みや用語の意味、数字の流れなどを理解した上で、決算書
から経営体質や今後の課題などを読み取るポイントについて、モデル決算
書による演習を交えて学びます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022 年 4 月 21 日（木）～22 日（金）、5 月 30 日（月）～31 日（火）＜全 4 日間＞
[22-02] 実践で学ぶ！生産計画策定の進め方
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup00000060wd.html
【研修の概要】
生産計画の重要性と広範な活用範囲に鑑み、その策定の仕方と統制の進め
方を学びます。また、インターバル期間を利用して自社の生産計画を策定
し、それをグループワークで発表、協議することで生産計画に関する理解
を深めます。また、講師との個別指導では作成された生産計画の課題と
解決策を明らかにすることにより、計画のブラッシュアップを図ります。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022 年 4 月 25 日（月）～28 日（木）＜4 日間＞
[22-03] 新任管理者研修（4 月開催）
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000002p9z.html
【研修の概要】
管理者に求められる役割と能力について理解した上で、管理者として必要
となるマネジメントの知識・スキルを学び、自身にあったリーダーシップ
のスタイルを把握し、その実現に向けたアクションプランの策定に取り組
みます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■その他の広島校研修情報はこちらをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/index.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ３．中小企業大学校ｗｅｂ校からのお知らせ
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■オンライン研修「WEBee Campus（ウェビーキャンパス）
」のご紹介
┃

https://webeecampus.smrj.go.jp/

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小企業大学校 web 校では、中小企業のための少人数制・実践的なオンライン
研修「WEBee Campus」を運営しています。
研修は 1 回あたり 3 時間。講師と対話しながら学ぶ実践的な研修を職場や自宅
で受講できます。
広島校の研修と合わせて、オンラインでの研修も是非ご活用ください！
今回は 5、6 月に開講するおすすめコースをご紹介します！
■□□おすすめコース【１】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
職場リーダーのレジリエンス強化研修【5 月】
［コース No.43］
＜内

容＞

▽ レジリエンス（しなやかで折れない心）の基本や実践方法を学び、
ご自身のレジリエンスを鍛えることでリーダーシップを磨いていた
だき、組織全体にレジリエンスの力をいきわたらせるための方法に
ついても検討していただきます。
＜開催期間＞
▽ 5/12（木曜）～6/1（水曜）
［計 4 回、12 時間コースです］
詳細は以下 URL よりご確認ください

https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220043/
■■□おすすめコース【２】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
web サイトの効果的活用で売上アップ【5/16 開講】［コース No.115］
＜内

容＞

▽ web サイトを活用した売れる仕組みの構築を目指し、web マーケティン
グの考え方や web サイトの運営ノウハウを学んでいただいたあと、
実際に自社の web サイトの改善策について考えていただきます。
＜開催期間＞
▽ 5/16（月曜）～6/6（月曜）
［計 4 回、12 時間コースです］
詳細は以下 URL よりご確認ください
https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220115/
■■■おすすめコース【３】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
部下の育成に役立つ 1on1 ミーティング【午前】
［コース No.48］
＜内

容＞

▽ 部下の成長を促す 1on1 ミーティングのポイント、そしてコーチング
スキルを活用した進め方のコツを学んでいただきます。
＜開催期間＞
▽ 6/9（木曜）～6/30（木曜）
［計 4 回、12 時間コースです］
詳細は以下 URL よりご確認ください
https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220048/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※いずれのコースも先着順となりますので、お早めにお申込みください
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ４．中小機構中国本部からのお知らせ
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■岡山大インキュベータ（中小機構の中四国唯一のインキュベータ）
┃ 入居企業の募集！（岡山大学・津島キャンパス内に、貸研究室を持ちませんか！）
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
岡山大インキュベータ（岡山市北区）では、新技術・新製品の開発に取り組
むベンチャー企業等に、賃貸でラボ仕様の居室を提供しています。
当施設には、インキュベーションマネージャーが常駐し、入居企業と岡山大
学や地元企業とのマッチングなど、様々な支援を行っています。
現在、入居企業の募集を行っていますので、お気軽にお問合せ下さい。

詳細はこちらから
https://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/room/index.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小機構中国本部 3 月の経営アドバイス
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「中小機構 中国本部」では、経営上の課題を相談出来るアドバイスコーナ
ーを設け、経験豊富な専門家が相談に応じています。
中小機構中国本部(広島)と岡山大インキュベータ（岡山）に開設している他、
オンラインでのご相談も可能な場合がございますので、お気軽にご連絡下さい。
お申込み・詳細はこちらから
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/consulting/index.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■ビジネスマッチングシステム『J-GoodTech』登録企業の募集
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
J-GoodTech(ジェグテック)は、国(経済産業省)の機関である中小機構が運営
する日本の中小企業と国内大手企業、海外企業、中小企業同士をつなぐ、
ＢtoＢ(企業間取引)向けのマッチングシステムです。[登録無料]
会員登録いただきますと、全国の大手企業や中小企業、海外企業からニーズ
情報を受けることができ、また、自社のニーズを発信することもできます。
貴社の販路開拓のため、是非ご利用ください！
ジェグテックの詳細や会員登録の申込手続きについては、以下先をご覧下さい。
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/jgoodtech/index.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ５．中小機構人材支援部からのお知らせ
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■ドラマ動画で学べる！オンデマンド研修のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小機構人材支援部では、中小企業を舞台にした「ドラマ動画」
、
講師が説明する「講義動画」
、学んだ内容をアウトプットする「ワークシート
（記載例付き）
」で構成されたオンデマンド研修のご提供を開始しました。

「チームマネジメント、女性リーダー、ロジカルシンキング、提案営業、
インサイドセールス、物語マーケティング」の６テーマを公開中です！
https://ondemand2021.smrj.go.jp/
【申込期日】2022 年 3 月 15 日（火）
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■新たなオンライン研修（他機関との連携研修等）のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小機構人材支援部では、中小企業大学校の研修を短時間でまとめ、
オンラインなどでお手軽に受講しやすい形での研修も提供しております。
また、時代にあった能力が身につく研修や、コロナ禍をきっかけに事業再構
築を目指す方向けの研修など、あらゆるテーマをご用意しております！！
https://www.smrj.go.jp/institute/online_training/index.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022 年 3 月 14 日（月）13：30～16：30［全 1 日］
【女性を積極的にリーダーに育てる「共感型リーダーシップ」3 月 14 日に学ぶ！
ホワイトデーに何をする？】研修（オンライン開催）
https://www.smrj.go.jp/institute/online_training/course/pcgpup0000008gdw.html
【研修の概要】
本研修では、女性リーダーを育成する立場の方を対象に、女性部下を“その
気にさせる、ロールモデルを描かせる、できると信じさせる”共感型リーダー
シップについてお届けします！
お客様の 98％から契約をもらい、かつて世界 142 か国中 2 位の営業成績を収めた、
「ファンづくりセールスの専門家」和田裕美氏が登壇します。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ６．その他
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■公益財団法人広島市産業振興センターからのお知らせ
┃ ～令和４年度 見本市等出展助成金（第１回）募集のご案内～
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益財団法人広島市産業振興センターでは、広島市内中小企業者等が新技術

・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化したものを見本市
等に出展する事業に対して、必要経費の一部を助成します。
公募期間：令和４年２月１５日(火)～３月１８日(金)必着
問合せ先：(公財)広島市産業振興センター中小企業支援センター
▼お申し込みなど詳細はこちら
https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/joseikin/mihonichi.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■「広島校だより」の 配信解除・お問い合わせはこちらからお願いします。
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/contact.html
********************************************************************
編集・発行：中小企業大学校 広島校
〒733-0834 広島県広島市西区草津新町 1-21-5
TEL 082-278-4955 FAX 082-278-7201
********************************************************************

