
講師紹介（敬称略）

検 索

お申し込み方法、お問い合わせ先等は裏面をご覧ください。

研修のねらい 研修のポイント

～ �" 自分らしさ自分らしさ "を活かした輝く女性リーダー輝く女性リーダーになるために～

上岡　実弥子 （かみおか　みやこ）

株式会社キャラウィット　代表取締役

長野県伊那市生まれ。 学習院大学卒業後、雪印ドール㈱マーケティング部、㈱日経スタッフ派遣社員等を経て、中小企業診断士を取得。 現在、ＳＣ、小売店、

メーカー等の民間企業、 行政、 医療法人等幅広いクライアントに対し、 ＣＳコンサルティング、 人材育成、 経営革新支援、 事業計画策定支援等を行う。

女性の視点を活かし、 全国の講演 ・ 支援に精力的に応じる。 中小企業大学校講師 （管理者育成、 コーチング、 論理的思考法、 交渉技術、 コミュニティ

ビジネス支援）。 著書に 「ジミベン！ （ジーオー企画）」、 「女性のための経営がわかる本 （信濃毎日新聞社）」 「コンサルティング・コーチング （同友館）」

等多数。 横浜市新事業分野開拓事業者認定委員、 横浜市実行可能性調査事業助成金交付審査会委員等、 公職多数。

女性リーダー養成研修
［中小企業大学校　金沢キャンパス開催］

　女性の管理者やリーダーが活躍することで、 社内の活性
化につながっている企業が増えてきています。女性リーダー
が活躍するためには、職場環境を整えるとともに、女性リー
ダー自らも成果を上げる仕事の進め方や部下育成といった
知識やスキルの向上に取り組むことが重要です。
　本研修では、 管理者やリーダーの役割を明確にし、 求め
られる知識やスキル、 部下や後輩を育てるための考え方や
教え方を演習を交えて学びます。 研修のまとめとして、 今
後のキャリアデザインを検討します。

リーダーに求められる役割とスキルを学
びます。

メンバーをサポートし、 育てるための教え方

を学びます。

将来の目標や理想を実現するための計画を

考えます。

中小企業大学校 金沢キャンパス

独立行政法人　中小企業基盤整備機構 北陸本部
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研修期間

管理者、 新任管理者
・ 初めて部下をもつリーダー

・ 将来的に管理者候補として期待される方

※女性限定

対象者

15名定　員

（金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル）

32,000円（税込）受講料

会場

中小企業基盤整備機構 北陸本部

【中小企業大学校 金沢キャンパス】

中小機構　金沢キャンパス

２０２１年

１０ �２７ 水 ～２９ 金    

金沢
キャンパス

月 日 時 間 科 目 内 容

１０ ２７
水

9:20-9:30 オリエンテーション

9:30-12:30
リーダーに求められ
る役割

社会環境が変化する中で多様化する女性の働き方と、リーダー
に求められる役割を学びます。

・女性リーダーを取り巻く社会的環境
・期待されるリーダーの役割
・働く女性が抱える悩みと課題

13:30-17:30
信頼関係を築くコ
ミュニケーション

ストレスを受け止め、適応できるための考え方やメンバーをサ
ポートし、フォローする接し方を学びます。

・適応力を高める―レジリエンス―
・周囲からの相談の受け方・応え方
・自身とメンバーのメンタルケア

１０ ２８
木

9:30-12:30
チームマネジメントの
基本

管理者として成果を上げ、仕事を円滑に進めるための考え方や視
点を学びます。

・チームビルディング
・PDCAサイクル管理の視点

13:30-17:30

人材育成の考え方と
部下への指導方法

人材育成の基本的な考え方や、部下や後輩を育てるための考え
方・教え方を、演習を交えて学びます。

・承認と評価
・ティーチングとコーチング
・フィードバックスキルを高める

１０ ２９
金

9:30-14:30 

(昼休 
12:30-13:30）

14:30-17:30
これからの働き方を
考える

自身の個性や感性を活かしながら、リーダーとして組織やチーム
に貢献していくための今後の働き方を考えます。

・これから磨きたい個性やスキル
・キャリアデザイン
・明日からのアクション

17:30-17:40 修了証書の授与

※カリキュラムは、 都合により一部変更する場合がありますので、 あらかじめご了承ください。



  受講申込書 FAX  076-223-5762

注意事項

※応募者多数の場合は、 1 社からの受講人数を調整させていただく場合がございますので、 あらかじめご了承ください。

※専用駐車場はございません。 公共交通機関でお越しいただくか、 ご自身で駐車場の手配をお願いします。

※宿泊施設はございません。 宿泊が必要な方はご自身で手配をお願いします。

中小企業大学校　金沢キャンパス宛
※すべての項目をもれなく
　ご記入ください。

受講対象企業

資本金、 従業員数のいずれかが下表に該当する中小企業の経営者 ・ 管理者 ・ 従業員 ・ 後

継者の方に、 ご受講いただけます。

業　　　　　種 資本金 従業員数

製造業、運輸業、建設業、ソフトウェア業、

情報処理サービス業、その他の業種（＊）
3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 5千万円以下 50人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下

旅館業 5千万円以下 200人以下

（＊） その他の業種には、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、金融・保険業、 不動産業等が含まれます。

（＊） 経営コンサルタント等の中小企業の支援に関する事業を営む方、中小企業診断士・税理士・公認会計士・技術士等の

中小企業支援に関連する資格を有する方、教育・研修事業者の方は受講をお断りする場合がありますので、あらか

じめご了承ください。

（＊）財団法人・社団法人・医療法人・社会福祉法人・NPO法人等の団体は受講できませんのでご注意ください。

受講申込における個人情報の保護について

個人情報保護法に定義される個人情報に該当する情報については、中小機構内で実施する事業で使用します。 当該個人情報の第三者（業務委託先を除く）への提供または開示はしません。 ただし、

お客様の同意がある場合および、 法令に基づき要請された場合については、 当該個人情報を提供できるものとします。

中小企業大学校 金沢キャンパス

独立行政法人　中小企業基盤整備機構 北陸本部 〒 920-0031　石川県金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 10 階

電話 076-223-5573　FAX 076-223-5762

コース No. 　No.　013 コース名 　女性リーダー養成研修

フリガナ 代表者役職

会社名 代表者氏名

所在地
〒　　　　　　　　　　　都 道

　　　　　　　　　　　　 府 県

TEL 　 FAX

業　種 E. 製造業　I-1. 卸売業　I-2. 小売業　R. サービス業　D. 建設業　G. 情報通信業　H. 運輸業　M. 旅館業　Z. その他 （具体的に　　　 　　　　　　　）

主要取扱品目 資本金 万円 従業員数 人

研修情報の
入手先

1． ダイレクトメール （研修ガイド）　2． ダイレクトメール （チラシ ･ リーフレット）　3． ホームページ　4． Web 広告 ､SNS　5． メルマガ　6． クチコミ ･ 紹介
7． 自治体、 商工団体等の紹介　8． 金融機関の紹介　9． 新聞 ・ 雑誌 ・ テレビ ・ ラジオ ・ 街頭広告　10． 中小機構 ・ 大学校職員等の訪問、 電話
11． セミナー、 イベント　12． その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事務連絡
担当者

フリガナ 部署 ・ 役職 担当者 E-mail

メルマガ配信の希望 （ 有 ・ 無 ） 

氏名

反社会的勢力でないことの確約について
�当社 （当機関） は、 暴力団等の反社会的な勢力に該当せず、 今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないことを確約します。 また、 反社会的勢力に該当し、 もしくは暴力的な要
求行為等に該当する行為をしたことが判明した場合には研修の受講を中止されても異議申し立てを行いません。

受
講
者
情
報

フリガナ 年　齢 性　別 所属部署 役職 （役職を記載の上該当区分に○）　

氏名

歳
女

（代表者 ・ 役員 ・ 管理者 ・ 管理者候補等）

緊急連絡先 TEL
（携帯 ・ 自宅等）

E-mail 　　　  　                                                                     　　

受
講
者
情
報

フリガナ 年　齢 性　別 所属部署 役職 （役職を記載の上該当区分に○）　

氏名

歳
女

（代表者 ・ 役員 ・ 管理者 ・ 管理者候補等）

緊急連絡先 TEL
（携帯 ・ 自宅等）

E-mail 　　　  　                                                                     　　


