中小企業大学校関西校
����年度開講（����年�月～�月）研修のご案内
分

野

階層別

No

研修名

1月

2月

3月

御堂筋

22-57

新任管理者研修 (3月)

22-49

経営トップセミナー（2）

22-54

広報の考え方・取り組み方

キャンパス

22-47

リーダーシップ強化講座 (1月)

キャンパス

22-48

実践で学ぶ！部下指導の考え方・進め方（1月）

22-52

ビジネスに役立つロジカルシンキング活用法

キャンパス

御堂筋

2/8〜10

22-58

社員がいきいき働く職場づくり

キャンパス

御堂筋

2/27〜28

人事・組織

22-50

人材育成の考え方・進め方

財務管理

22-45

経営基盤を強くする会計実務講座

22-51

営業チームのつくり方

22-55

消費者行動に学ぶマーケティング

22-56

Webマーケティング講座

22-46

ポカミス対策講座

22-53

品質管理講座

企業経営・
経営戦略

組織
マネジメント

営業・
マーケティング

生産管理

3/8〜10

キャンパス

2/2〜3
御堂筋
御堂筋

2/14〜15
1/25〜27
1/30〜2/22

2/7〜9
御堂筋

キャンパス

1/19〜20
2/7〜9

御堂筋

2/21〜22

キャンパス

3/2〜3
1/24〜26
2/14〜16

※会場名の記載が無い研修については、中小企業大学校関西校（兵庫県福崎町）で開催いたします。

会

場

●中小企業大学校関西校（宿泊施設有・無料駐車場完備）
〒���-���� 兵庫県神崎郡福崎町高岡����
TEL：����-��-����
FAX：����-��-����
Email：kenshu-kansaiko@smrj.go.jp

●御堂筋キャンパス（独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部 セミナールーム）
〒���-���� 大阪市中央区安土町�-�-�� 大阪国際ビルディング��階
TEL：��-����-����

お申込みは、裏面をFAX、
または関西校ＨＰのオンライン申込みで！

関西校

コースNo.
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御堂筋
中小企業大学校

～事業継続のために資金を理解する～

経営基盤を強くする
会計実務講座
研 修 のねらい

企業の事業継続のためには、企業経営における資金の
流れを理解することが重要であり、黒字だからといって資
金の流れが止まってしまうと会社の存続に大きな影響を及
ぼすことになります。
そこでこの研修では、持続的成長を目指すため、企業経
営における資金の重要性、収益との関係について学ぶとと
もに、資金調達や資金繰りの基本的な考え方、資金繰り表
の作成方法について演習を交えながら学びます。
月日

研修期間

2023年

1/19 ～1/20
木

時間

9：20〜 9：30

金

（2日間、12時間）

9：30〜12：30

対象者

管理者・新任管理者

• 資金管理の仕方を学びたい方
• 会計情報の活かし方を学びたい経理担当者
定

員

受講料

1/19

キャンパス
財務管理

研 修 のポイント

企業経営における収益と資金の関係について
学びます。

様々な事例から資金の流れを把握し、資金繰り、
資金構造について考えます。
演習を通じて資金繰り表を作成し、資金の側
面から経営改善策等について検討します。
科目

事務連絡

企業経営における
経理活動･財務管理の
重要性

木

25名
22,000円（税込）

13：30〜17：00

財務管理の
基本的な考え方

会場

御堂筋キャンパス

大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング27階
中小機構近畿 セミナールーム

9：30〜12：30

1/20
金

持ち物

13：30〜16：00

・パソコン

（貸し出しも行っておりますが、
財務データ管理等 の面から持参
をおすすめします。
）

・電卓

16：00〜16：10

企業経営においては、活動実績から迅速・適切な経営
判断を行うことが重要です。
そのため経理担当者に求
められる実績を早期に取りまとめ、経営者の判断をサ
ポートする重要性を学びます。

・企業経営と資金構造
・利益と資金の関係
・企業における資金の流れ
・金融機関との交渉のポイント

経営における財務管理の重要性について、資金管理と
収益性との関係について学び、円滑な資金の流れをつ
くるために必要な知識を習得します。

・運転資金の影響
・税金負担の影響
・設備資金の影響（固定資産取得の収支予測）

資金繰りの考え方、資金繰り表の作成について、様々な
事例を通じて学ぶとともに、
ケース教材で資金繰り表作
成から課題の抽出、改善策検討を行います。

・手詰まりを防ぐ資金繰りのポイント
・資金繰り表の作成方法
・資金繰り表の見方、改善への活かし方
・資金繰り表により生じやすい誤解と対策

修了証書交付

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）

長尾公認会計士事務所 代表 公認会計士

松藤公認会計士事務所 代表 公認会計士

����年公認会計士試験合格後、朝日監査法人（現 あずさ監査

����年公認会計士試験合格後、朝日監査法人（現 あずさ監査

長尾 義敦（ながお よしあつ）

法人）に約��年間勤務し、主として、事業再生支援、M&A支援、
法定監査、外部・内部研修講師等の業務を行う。
����年 長尾公認会計士事務所として独立

1

事業継続のための
資金管理･資金繰り表
【演習】

内容

松藤 悠（まつふじ ゆう）

法人）に約��年間勤務し、主として、株式公開支援、M&A支援、
法定監査、外部・内部研修講師等の業務を行う。
����年 松藤公認会計士事務所として独立

コースNo.
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中小企業大学校

関西校

～現場のヒューマンエラーを未然に防ぐ具体策～

ポカミス対策講座
研 修 のねらい

研 修 のポイント

ポカミス等のヒューマンエラーに起因する製品不良の発
生は、企業収益の圧迫に加え、安全面のリスクや企業の信用
問題にもつながります。
そのため、生産現場でのポカミス防
止の対策と、ポカミスが発生しない仕組みを構築することが
重要になります。
本研修では、ポカミス等のヒューマンエラーの発生メカニ
ズムと現場の管理者に求められる行動や役割を理解した上
で、生産現場の緊急対策の取り方や再発防止策の考え方・取
り組み方を学び、ポカミス発生ポイントを事前に発見できる
目を養います。
月日

研修期間

時間

9：15〜

9：30

2023年

1/24 ～1/26
火

木

（3日間、21時間）

9：30〜 12：30

1/24

管理者、新任管理者層

• ポカミス対策に取り組む生産現場の方
• ポカミスの発生要因を掴んで対策を
講じたい方
• ポカミス発生ポイントを発見できるように
なりたい方
員

受講料

ポカミスの発生メカニズムを学び、適切な対
処の仕方を身につけます。

様々なアプローチでのポカミス対策・未然防
止策が学べます。
現場に再発防止を意識づける定着化の取り組
みが学べます。
科目

事務連絡

30名
32,000円（税込）

会場

中小企業大学校 関西校

13：30〜 17：30

1/25
水

生産現場で発生しやすいポカミスを事例に、対策の進
め方について学びます。

生産現場での
・ポカミスの対策の検討方法
ポカミス対策の進め方

・効果的な教育の流れ
・事例を使ったポカミス対策（演習）

ポカミスを未然に防ぐための様々な取り組みを学びます。
また、ポカミスが発生している事例等による、ポカミスの
再発防止策、
未然防止策を検討します。

ポカミス対策の実践
（再発防止と未然防止） ・ポカミスが発生しやすい状況とは

・ポカミス撲滅のための管理者の行動
・問題再発防止の流れと具体的な進め方
・管理による未然防止の取り組み事例（演習）

9：30〜 12：30

1/26
木

13：30〜 17：00

17：00〜 17：15

ポカミスが起きる原因とそれによる影響を理解した
上で、ポカミス対策の重要性を学びます。

・ヒューマンエラーとポカミス
・ポカミスを対策するための管理者の役割

9：30〜 12：30
13：30〜 18：00

内容

ポカミス対策の意義と
・ポカミスの発生要因
管理者の役割

火

対象者

定

生産管理

研修のまとめとして、自社で発生している（または過去
に発生した）ポカミスについて対策（解決までのアク
ションプラン）を検討します。

自社でのポカミス対策
・過去のポカミスとその対策
【演習】
修了証書交付

・ポカミス発生要因の深掘り
・ポカミス対策計画（アクションプラン）作成

※事務連絡等を含んだ時間：��間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）

合同会社ＦＲＳコンサルティング 代表社員

古澤 智（ふるさわ さとし）

山形県出身。
大学卒業後、総合電機メーカーで製品設計に従事。
その後、中小企業支援センターにて様々な中小企業の支援に従事したのちコンサルタントと

して独立。
技術経営、現場改善を得意とする。

2
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～メンバーのベストパフォーマンスを引き出す～

リーダーシップ
強化講座（�月）

研 修 のポイント

経営環境が不確実性を増す中で、組織目標を達成するた
めには、
「指導」と
「支援」の両輪により信頼関係を構築し、
チーム・部下を育成しながら、高い成果を上げていくことが
求められています。
本研修では、深く根を伸ばすような「リーダーシップ」と
「チームづくり」を、
「わかる→できる→生かす」にわたり、演習
を交えながら学んでいただきます。

月日

時間

9：20〜

9：30

2023年

1/25 ～1/27
水

金

（3日間、21時間）

1/25

9：30〜 12：30

水

対象者

管理者・新任管理者層

• 自身が目指すリーダー像を整理したい方
• 部下との深い信頼関係をつくりたい方
• チームのベストパフォーマンスを引き出
したい方
定

員

受講料

13：30〜 17：30

1/26

13：30〜 17：30

大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング27階
中小機構近畿 セミナールーム

「やる気に満ちた部下を育てる」「やる気を失った
部下を育てる」、それぞれのアプローチを学びます。

同じ悩みを抱えるメンバー同士の意 見 交 換
から、それぞれの実践策を検討します。
科目

事務連絡

メンバーのチカラを
引き出す
リーダーシップ

チームの力を引き出す
リーダーシップ

9：30〜 12：30

会場

御堂筋キャンパス

「指導型リーダーシップ」と「支援型リーダー
シップ」を両輪として学びます。

9：30〜 12：30

木

30名
32,000円（税込）
1/27
金

キャンパス
組織マネジメント

研 修 のねらい

研修期間

御堂筋
中小企業大学校

13：30〜 17：30

17：30〜 17：40

職場で活かす
自己行動計画の作成
【自社課題演習】
修了証書交付

内容

管理者と非管理者の役割の違いを理解し、
メンバーの
自発性を引き出すために求められる管理者の役割や能
力、心構えを学ぶとともに、業務への取り組み方、他者
との接し方の点検（棚卸、自己分析）を行います。

・リーダーとメンバーの役割の違いとは
・
「正しいこと」を浸透させていくリーダーの基本行動
・深い信頼関係で周りとつながるリーダーの二つの共通項
・自身の
「基本軸（価値観）」を整理する
（演習）
・自身の
「持ち味（仕事の進め方）」の整理（演習）
（グループ演習）
・認知を中心とした「深い信頼関係のつくり方」

リーダーシップを効果的に発揮していくためのコミュ
ニケーションの取り方（コミュニケーション力、調整力
等）や、部下を動機付けるための効果的なアプローチ
手法（コーチング等）を解説するとともに、演習を通じて
これらスキルの定着を図ります。

・信頼関係づくりのステップ（知る→評価する→指導する）
・“心を安定させるコミュニケーション” ～カウンセリング～
・“意欲を引き出すコミュニケーション” ～コーチング～
・“場を活性化させるコミュニケーション” ～ファシリテーション～
・リーダーが抱える問題と解決策（グループ演習）

ここまでの内容を振り返り、職場の活性化に向けて今後
どのように取り組んでいくのか、目標を設定し、行動計
画を作成します。

・素質・才能を超える「繰り返すチカラ
（行動）」
・各々のリーダーとしての問題・課題へ講師からフィードバック
・行動計画の策定とシェア（自己&グループ演習）

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）

経営コンサルティング波多野事務所 代表

波多野 卓司（はたの たくじ）

メーカーにて生産技術・商品開発などに従事したのち、����年経営コンサルティング波多野事務所を設立。
全国での創業支援・企業支援・組織開発等に携わ

り、熱意溢れる精力的な指導で数多くの成功事例を生んでいる。
また、柔軟な思考で人材開発やマネジメント・マーケティング等の幅広い分野で経営支援の
実績を有している。中小企業大学校各校においても数多くの講座を担当し、
その誠実な人柄と熱心な研修で高い評価を得ている。

3
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中小企業大学校

関西校

～やる気と能力を引き出す指導法～

実践で学ぶ！部下指導の
考え方・進め方（�月）
研 修 のねらい

研 修 のポイント

働き方の多様化に加え、若手社員の主体性やコミュニ
ケーション能力の不足が指摘されている中、管理者には部
下を理解し、
コミュニケーションを十分に図りながら、適切な
手法で指導していくことが求められています。
本研修では、部下指導の基本的な考え方を学んだ上で、
現場で活用できる手法と計画的な部下育成の取り組み方に
ついて、演習を交えて学びます。またインターバルを活用し
て、現場での部下指導で学んだ内容の実践に取り組みます。
月日

研修期間

2023年

1/30 ～1/31
2/21 ～2/22
月

火

火

水

（4日間、26時間）

1/30

管理者・新任管理者層

• 部下指導に現に携わっている方
• インターバル期間中に携わる予定の方
員

受講料

30名
36,000円（税込）

会場

中小企業大学校 関西校

時間

1/31
火

演習による実践の繰り返しによって、現場で
活きる部下指導の手法を身につけられます。

職場に戻って実践するインターバル課題が、
より深い「学び」になります。
科目

9：15〜 9：30

事務連絡

9：30〜12：30

部下指導の考え方と
進め方

13：30〜17：30

部下指導の実践的な
手法【演習】

9：30〜12：30

13：30〜16：30

部下指導の計画的な
取り組み方【演習】

内容

部下がパフォーマンスを最大限発揮できるようにするた
めに、上司として部下指導に臨む際の考え方や姿勢、具
体的な指導の進め方について、
事例を交えて学びます。

・部下指導における上司・リーダーの心構え
・コミュニケーションとリーダーシップの基本
・自己分析（演習）

効果的な部下指導を行うために、
ティーチング等の考え
方や取り組み方を事例を踏まえて学びます。

・ティーチングとコーチングの違い
・リーダーシップを効果的に高めるコミニュケーション
・やる気を引き出す接し方と実践法

部下指導を計画的に取り組む際のポイントと計画の立
て方を学び、自身の職場を想定した「部下育成プラン」
の作成に取り組みます。

・多様な部下に合わせた指導法
・計画的な部下指導の取り組み方
・
「部下指導・育成プラン」の作成

作成した「部下育成プラン」を基に、学んだ手法を活かして職場で部下指導に取り組みます。

2/21

9：30〜12：30

火

現場実践の振り返り

13：30〜17：30

2/22
水

9：30〜12：30

部下指導の
ブラッシュアップ

13：30〜16：30
16：30〜16：45

講 師 紹 介（敬 称 略）

部下指導の基本となるコミュニケーションや
リーダーシップも併せて学べます。

月

対象者

定

組織マネジメント

修了証書交付

インターバルでの実践結果を振り返り、
課題の整理を行
います。

・インターバルの振り返り
（ディスカッション）
・改善ポイントの整理
・成長シナリオと役割・目標設定

インターバルでの実践結果の振り返りを踏まえて、
「教え
方」や「計画」の見直しを行うとともに、
きく・質問・面談
などの演習を踏まえて、部下指導のブラッシュアップを
図ります。

・コーチングの考え方と実践法
・周囲の協力を得て取り組む部下指導
・部下との面談の進め方（演習）
・上司自身・部下のメンタルマネジメント
（演習）
・
「部下指導・育成プラン」の改良

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分

株式会社フェアウィンド
代表取締役

中井 嘉樹（なかい よしき）

����年生まれ。
同志社大学卒業後、
（株）内田洋行、
（株）キーエンスを経て、
（株）日本ブレーンセンター（現 エン・ジャパン
（株））にてチーフコンサルタント・取締役を務め

た後、現職。
専門分野は、経営戦略、
リーダー・管理者育成、営業力・販売力強化などの戦略的な組織力・人材力強化を中心としたコンサルティング。
豊富な現場実績と体
系的な理論に基づいた実践的な指導で定評を得る。
経済産業大臣認定中小企業診断士、経済産業大臣推奨ＩＴコーディネータ。

近著「自分で売るな！部下に売らせろ！」
（ＰＨＰ研究所）、
「チーム力を高める魔法の力」
（経営書院）、
「はじめての部下指導の心得」
（経営書院）、
「会社を変える！４０歳の仕
事力」
（共著 ＰＨＰ研究所）、
「はじめてのＯＪＴリーダーの心得」
（経営書院）、
「新入社員基礎講座」
（共著 経営書院）、
「（イラスト）顧客満足［CS］の心得」
（共著 経営書院）

4
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中小企業大学校

～強い組織づくりとリーダーの条件～

経営トップセミナー（�）
研 修 のねらい

関西校

企業経営・経営戦略

研 修 のポイント

コロナ禍において激変した環境を打開するためどのよう
な組織づくりを行えばいいのか、共通目標に一致団結して
取り組む組織づくりは、経営者・幹部にとって重要な課題と
なります。本研修では、甲子園出場常連校としてチームを育
て、甲子園大会優勝、最多勝監督となった髙嶋名誉監督か
ら強い組織づくりのセオリーと激動の時代を乗り越えてい
くためのリーダーの条件について学ぶとともに、今、注目を
集めるものづくり企業経営者の取り組み、今後の在り方に
ついて学んでいただきます。

組織の３要素といわれる「共通目標」
「コミュニケーション」
「貢献意欲（協働意欲）」について学ぶとともに、自社組織の
望ましい姿について考えていただきます。
甲子園優勝・最多勝監督から強い組織づくりと
リーダーに不可欠な姿勢についてご自身の経験
を踏まえながら学びます。
時代の動向を捉えながら成長し続けるものづくり企
業の経営者から、経営戦略・リーダーとしてあるべき
姿勢についてディスカッションを交えて学びます。
一体感のある組織づくりや今後の経営環境を展
開するにあたりお悩みの方におススメします。

月日

研修期間

2023年

2/2 ～2/3
木

金

（2日間、7時間）

2/2
木

時間

事務連絡

13：00〜16：30

強い組織づくりと
リーダーの条件
～甲子園最多勝監督
からの提言～

対象者

経営者・経営幹部・後継者
定

員

受講料

30名
16,000円（税込）

9：30〜11：00

2/3
金

11：00〜13：00

会場

中小企業大学校 関西校

科目

12：45〜13：00

13：00〜13：10

強い組織づくりと
リーダーの条件
～栃木精工からの提言～

内容

数々の苦難を乗り越え智辯和歌山高校を甲子園常連
校に育て上げた高嶋名誉監督。
その経験と実践してき
た行動を理解し、一体感のある組織づくりに必要な心
構えや自社の望ましい姿を考えるとともに、
リーダーと
してどのように自社を導いていくのか学びます。
※講師と受講生との質疑応答ディスカッションを行い、講義
の内容の深堀と共有を図ります。

厳しい経営環境の中でも新たな挑戦をし続けるもの
づくり企業の経営者をお招きし、
コーディネーターによる
質問形式で栃木精工の戦略についてお話しいただきます。
※講師と受講生との質疑応答ディスカッションを行い、講義
の内容の深堀と共有を図ります。

【パネルディスカッション】 不確実な時代の中で、これから求められる企業の在り
方について、講師・受講生全員参加の議論を交わすこ
これから求められる
日本の中小企業の在り方 とで新たな時代の経営を導き出します。
修了証書交付

※事務連絡等を含んだ時間：�時間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）
学校法人智辯学園
智辯学園和歌山高等学校
名誉監督

髙嶋 仁（たかしま ひとし）

����年長崎県生まれ。海星（長崎）高校で外野手として
甲子園に２度出場。日本体育大学を卒業後、����年から
奈良の智辯学園高等学校監督、����年に智辯学園和歌
山高等学校監督に就任。����年春の選抜高等学校野球
大会で初優勝。その後夏の全国高等学校野球選手権大
会にて����年、����年２度の全国制覇。����年夏の第
���回大会後、監督を勇退。同校並びに智辯学園高校硬
式野球部の名誉監督に就任。甲子園通算��勝と���試
合の出場は歴代最多記録。����年春から環太平洋大学
体育学部の特任教授に就任。現在は指導経験を活かし
た講演に力を入れている。

5

株式会社ディセンター
代表取締役

折原 浩（おりはら ひろし）

流通業など数社の経営経験を活かし、����年株式会社ディセン
ターを設立、現在まで２０年以上創業社長として経営を行う。台
湾台中市にも拠点を持ち、中小企業のお役に立てる会社を目指
し、日々奮闘中。現在、講演、
コンサルティングを全国で行うほか、
補助金の審査委員長などを歴任し、中小企業の発展に日々貢献
している。
「経営学は使える楽しい学問」をモットーに中小企業が
困ったときに何でも応えられる「経営学のドラえもん」を目指し
ているが、最近、体型が先に似てきたのが悩み。����年、中小企
業庁「日本の未来応援会議～小さな企業が日本を変える～」委
員。����年、農林水産省「６次産業化アドバイザー」。����年～経
済産業省中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業採
択審査委員。����年～活力あるサービス産業事業者応援事業
コーディネーター。����年～中小機構「中小企業応援士」委嘱。

栃木精工株式会社
代表取締役社長

川嶋 大樹（かわしま ひろき）

東京工業大学大学院分子生命科学専攻修了。製薬会社を経て
����年に栃木精工に入社し、����年に現職就任。金属パイプ製
造から医療機器業界に参入。自社を
「管の何でも屋」と定義し、日
本を代表する注射針メーカーの一つに成長させる。ディスポーザ
ブル医療機器（主に単回使用の滅菌済注射針）では日本のマー
ケットリーダーとして君臨し、現在は、歯科用麻酔針の国内市場占
有率で約５割を誇る。����年に金属パイプ製造に特化した工場を
新設、����年には医療機器製造に特化した工場を新設し、更なる
事業拡大を図っている。����年「とちぎ産業活力大賞（特別賞）」
受賞、����年「地域中核企業」認定、����年「地域未来牽引企業」
認定など、地域経済を活性化させるけん引役として活躍中。����
年にForbes JAPAN主催の「SMALL GIANTS AWARD����」関東・
中部大会に出場し、ローカルヒーロー賞を受賞。
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中小企業大学校

関西校

～人が育ち定着する会社になるための秘訣とは‼～

人材育成の
考え方・進め方

人事・組織

研 修 のねらい

研 修 のポイント

社員一人ひとりの担う役割が大きい中小企業では、
社員の成
長が将来の業績に大きく影響するため、現場の第一線で働く
「人」
が目標を達成する上で求められる能力を習得すると共に、
会社としての社員教育にも計画的に取り組むことが重要となり
ます。
本研修では、
中小企業が限られた人材を“戦力”に育てるため
の視点や手法を理解し、
強い組織を作り上げるための人材育成
の進め方について演習や事例を交えて学んだ上で、
自社の人材
育成プランの立案に取り組んでいただきます。
月日

研修期間

2023年

2/7 ～2/9
火

（3日間、21時間）

木

2/7

• 人材育成の基本を学びたい方
• 自社の社員教育を見直したい方
• 自社の教育プログラムを作成・管理する
担当者の方

受講料

人材育成の体系図にもなり得る【事業内職業
能力開発計画】作成のヒントが得られます。
科目

事務連絡

2/8

13：00〜17：30

人材育成プランの
策定手順

9：30〜12：00

会場

2/9

中小企業大学校 関西校

木

経営資源の一つである
「ひと」
に関わる環境変化が著しい
昨今、
中小企業では人材育成の
「見える化」
「スピード化」
が求められています。人材育成に係る環境変化を確認
し、必要な基礎知識を学びます。

・人材育成の成功要因・失敗要因
・社員のやる気を引き出す仕組み
・人が育ち・定着する企業の共通点

9：30〜12：00

水

30名
32,000円（税込）

内容

中小企業に求められる
人材育成の進め方
・人材育成の基礎知識
13：00〜17：30

経営幹部、管理者

員

経営方針（経営戦略）と教育体系の繋がりに
ついて学ぶことができます。

9：30〜12：00

火

対象者

定

時間
9：15〜 9：30

人材育成の重要性と教育体系や教育フロー
について学ぶことができます。

経営目標を実現させるために必要となる人材を戦略的
に育成する手法を理解したうえで、具体的な人材育成
プランを策定する考え方や方法について、演習を交えて
学びます。

・戦略的な人材育成の進め方
・求める人材像の描き方（演習）
・教育訓練の内容と実施方法（演習）
・人事考課の仕組みづくり
・人材育成プランの策定手順

研修のまとめとして、
自社の社員教育の現状を振り返り、

人材育成プランの立案 今後の人材育成の取り組みについて検討します。
13：00〜17：30
・自社の人材育成の現状
【演習】
17：30〜17：45

修了証書交付

・人材育成の課題と解決策
・人材育成プランの立案

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分
※カリキュラムは都合により変更する場合があります。予めご了承ください。

講 師 紹 介（敬 称 略）

株式会社B－GROOW 代表取締役

空 直美（そら なおみ）

福岡県生まれ。
一般企業勤務を経て人事コンサルティング業界で修行。
����年、会計事務所系コンサルティング会社に入社。
独自の人事コンサルティングを
展開し、事業部長として事業部を構築。
����年�月、業界経験と導入実績を持って（株）B-GROOWを設立、代表取締役に就任。
中小・中堅企業の社外人事部

として人事制度改革、組織風土改革の支援を行っている。
中小企業診断士。
人事コンサルタント。
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中小企業大学校

～チームとして効率的な営業活動を実現する‼～

営業チームのつくり方
研 修 のねらい

月日

研修期間

2/7

火

～2/9

（3日間、21時間）

木

対象者

管理者、新任管理者層

員

受講料

30名
32,000円（税込）

時間

9：15〜 9：30

9：30〜12：30

2/7

営業管理者の役割や営業活動管理の考え方・
進め方が学べます。
自社・自身の営業ノウハウの見える化や整理が
出来ます。
売れる営業チーム（個性を活かし、効果・効率
的に営業活動できるチーム）づくりの勘所が学
べます。
科目

事務連絡

営業リーダーとしての
役割

火

• 効率的な営業を考えたい方
• 営業管理の方法を学びたい方
• チームとして効果的な営業方法を
模索されている方
定

営業・マーケティング

研 修 のポイント

人手不足、
働き方改革が叫ばれる昨今、
限られたリソースを
活用してより高い営業成果を達成していくためには、
個々の力
だけではなく、
チームとしての営業活動が求められています。
本研修では、売上増を図るため、個々の営業パーソンの育
成と
「売れる営業チーム」
を構築して、
効果的・効率的に営業活
動を推進するための考え方や手法について、演習を交えて学
びます。

2023年

関西校

13：30〜17：30

2/8

9：30〜12：30

水

13：30〜18：00

会場

中小企業大学校 関西校

9：30〜12：30

2/9
木

13：30〜17：00
17：00〜17：15

内容

部門の成果を上げ、目標を達成するために必要な部下
指導・育成するポイントを学びます。

・
「自分が売る」
と
「売れる営業チームを作る」
の違い
・営業チームを作るための３つのポイント
（目標・時間・モチベーション）
・自己管理（セルフプロデュース）の重要性

営業の管理者として身につけるべき基本的な考え方や
視点を学びます。

営業活動管理の考え方 ・部下の営業力を高める効果的な指導法

・部下とチームがともに成長する目標づくり
・成果につなげる進捗管理の考え方、
進め方

営業活動管理の
具体的な手法

営業活動管理に求められている職務内容と能力につい
て学び、自らやるべき事と部下との関わり方について学
びます。

・効率的な営業管理の仕方と留意点
・効果的な営業を行うためのツール整備（演習）
・営業計画の立て方

売れる営業チームをつくるための考え方や進め方を学
び、
ケーススタディを通して、部下の自律性・主体性を引
売れる営業チームづくりの き出す実践力を高めます。

進め方【演習】

修了証書交付

・営業チームに必要な成功ノウハウの蓄積、活用法
・目標を達成するための部下への接し方を考える
・自部門の目標設定と今後のアクション検討

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）

中小企業診断士

石井 照之（いしい てるゆき）

化学品専門商社で営業に従事。
中小企業診断士取得後、経営コンサルタント会社へ転職。
営業マニュアル作成、営業担当者向け研修を担当。

その他、中小企業の資金調達やマーケティング支援等を経験。
����年独立。
現場のノウハウや知恵を形式知化するナレッジマネジメントにも強い。
現在は、中小企業を中心に年間��社程度の企業の支援を行っている。
実務の視点から理論をわかりやすく解説することがモットーである。

7
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～戦略経営を体系的に理解できる～

ビジネスに役立つ
ロジカルシンキング活用法
研 修 のねらい

月日

研修期間

2023年

2/8 ～2/10
水

2/8

金

（3日間、18時間）

9：30

9：30〜 12：30

13：30〜 16：30

経営者・経営幹部・管理者

• 論理的思考を身につけたい方
• 的確な判断のできるリーダーになりたい方

受講料

時間

9：20〜

水

対象者

員

キャンパス
組織マネジメント

研 修 のポイント

日々の業務において、
物事を論理的に捉え、
整理し、
体系化
する論理的思考（ロジカルシンキング）が求められています。
本研修では、業務に役立つ論理的思考の基本から、考え
方、書き方、発想法を学ぶとともに、論理的思考を活用し
た、ビジネスモデルの検討、実効性の高い事業計画作成の
演習を行います。

定

御堂筋
中小企業大学校

9：30〜 12：30

2/9
木

25名
29,000円（税込）

13：30〜 16：30

会場

御堂筋キャンパス

大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング27階
中小機構近畿 セミナールーム

2/10

仕事に活用できる論理的思考法学びます。

論理的で、相手を説得できる文書を書くスキル
を研修で学びます。

演習を繰り返すことで、論理的思考が身に付き
ます。
科目

内容

事務連絡

ロジカルシンキングの基本と活用方法について学んで
いただきます。

考え方編
・ロジカルシンキングとは
「ロジカルシンキング」 ・帰納法と演繹法
・深層化の方法

書き方編
「ロジカルライティング」
【演習】

発想編
9：30〜 12：30 「発想法」
とビジネス
モデルの検討【演習】

ロジカルシンキングを活かした文書作成術を学びます。
ロジカルライティングを学ぶことで、読みやすく伝え
やすい文章を書くことができます。

・文章作成のポイント
・覚えておくべき�つの文章のカタチ
・文章の構成

ロジカルシンキングを活かした発想法を学びます。
ま
た、ロジカルシンキングを活かして、ビジネスモデルを
事業計画に反映する方法を学びます。

・発想法の切り口
・ツールの活用
・ビジネスモデルの検討

金

持ち物
・パソコン持参

13：30〜 16：30

16：30〜 16：40

実践編
「事業計画書作成」
【演習】

ロジカルシンキングを戦略に活用し、ケース教材で
事業計画書を作成する演習を行います。

修了証書交付

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）

株式会社ディセンター 代表取締役

折原 浩（おりはら ひろし）

流通業など数社の経営経験を活かし、
����年株式会社ディセンターを設立、
現在まで２０年以上創業社長として経営を行う。
台湾台中市にも拠点を持ち、
中小企業のお
役に立てる会社を目指し、
日々奮闘中。
現在、
講演、
コンサルティングを全国で行うほか、
補助金の審査委員長などを歴任し、
中小企業の発展に日々貢献している。
「経営

学は使える楽しい学問」
をモットーに中小企業が困ったときに何でも応えられる
「経営学のドラえもん」
を目指しているが、
最近、
体型が先に似てきたのが悩み。
����年、
中小企業庁
「日本の未来 応援会議～小さな企業が日本を変える～」
委員。
����年、
農林水産省
「６次産業化アドバイザー」
。
����年～ 経済産業省中小企業・小規模事
業者ビジネス創造等支援事業採択審査委員。
����年～ 活力あるサービス産業事業者応援事業コーディネーター。
����年～ 中小機構
「中小企業応援士」
委嘱。
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53

中小企業大学校

関西校

～顧客からの信頼を高め、現場ですぐに使える
品質管理の進め方～

品質管理講座

生産管理

研 修 のねらい

取引先の求める品質レベルの高度化に対応するために
は、出荷検査だけでなく全社的な品質管理の体制構築が必
要となります。
本研修では、顧客からの信頼を高め、品質不良による損失
を削減するために、品質を製造工程で作り込むQC（クオリ
ティーコントロール）の考え方とその管理の進め方を学ぶと
ともに、演習を通じて自社の課題を検討します。

月日

研修期間

2023年

2/14 火 ～2/16 木

（3日間、21時間）

2/14

13：30〜17：30

管理者、新任管理者層

定

員

受講料

30名
32,000円（税込）

品質管理・改善を体系的に学べます。

QC�つ道具の現場での使い方が身につきます。

職場ですぐに使える実践的手法と人を巻き込
むポイントについて学びます。

科目

事務連絡

9：30〜12：30

2/15

品質管理と改善の
・品質管理部門の意義・目的
基本的な考え方・進め方 ・品質管理・改善の基本的な考え方・進め方
・品質管理の基本手法（QC�つ道具）
・PDCAを回す考え方
・ＱＣストーリーで考える品質改善（演習）

不良の原因追及と
再発防止【演習】

水

13：30〜17：30

見える品質管理の
体系と実践ポイント

会場

中小企業大学校 関西校

9：30〜12：30

2/16
木

品質管理の課題解決
13：30〜17：30
【演習】
17：30〜17：45

内容

品質を作りこみ、顧客への不良品流出を防ぐために、計
画的に仕事を実行してＰＤＣＡを回しながら管理するし
くみを学びます。

9：30〜12：30

火

対象者

・標準化や品質管理を体系的に学びたい方
・QC�つ道具を活用した課題解決を学びたい方
・バラつきや人的ミスを無くし、再発不良の
撲滅に取り組みたい方

時間

9：15〜 9：30

研 修 のポイント

修了証書交付

なぜ不良が発生するのかを知り、
その後の再発防止の
取り組みについて、演習を通じて学びます。

・不良の原因追求の進め方（なぜなぜ分析）
・ヒューマンエラーの原因と対策

ＰＤＣＡを見える化することで内容の質を高め、管理サ
イクルのスピードを早める
「見える品質管理」について、
必要性や概要そして実践法について学びます。

・見える管理・マネジメントの期待効果
・見える品質管理の体系と基本
（道具立、管理基準の設定、
チェックリストなど）
・見える品質管理の実践事例紹介（演習）
（不良発生の事後管理、
クレーム対応管理、予防管理、
品質目標管理の成功のポイントなど）

品質管理の各種技法をもとに、自社の品質管理改善活
動について検討します。

・全員参加で改善に取り組む仕組みと進め方
・自社の品質管理活動の改善検討

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）

一般社団法人中部産業連盟 東京事業部 経営革新コンサルティング部 部長

佐藤 直樹（さとう なおき）

兼研究開発センター所長 上席主任コンサルタント

����年中産連入職以来、多数の企業でコンサルティング、教育研修に従事。
JRCA登録主任審査員（ISO����：品質マネジメントシステム）。
全日本能率連盟認
定マネジメント・コンサルタント。

専門分野はＶＭ（見える経営・見える管理）活動の推進、品質管理を含むＦＭＳ
（フレキシブル生産システム）の構築および管理・改善、管理間接業務改革・革
新など。
著書に
「新まるごと工場コストダウン事典（共著）」など。
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54

御堂筋
中小企業大学校

～基本から学ぶ！自社に合った広報と
ニューノーマル時代への対処法～

キャンパス

広報の考え方・取り組み方
研 修 のねらい

研 修 のポイント

インターネットやSNSの普及で情報があふれる今日、自ら
積極的に情報発信するために、広報に力を入れる中小企業
も増えています。顧客ニーズへの対応や営業・採用の強化、
誤った情報の拡散防止と、広報の果たす役割は、
より重要性
が高まっています。
本研修では、広報の役割や最新事情を理解した上で、広報
活動の進め方をニューノーマル時代での対応法を踏まえて
学びます。
また、事例を交えて広報の効果の測り方や自社の
広報計画の検討に取り組みます。
月日

研修期間

2023年

2/14 ～2/15
火

（2日間、12時間）

水

対象者

経営幹部、管理者

員

受講料

時間

広報に必要な最新メディアリストやマニュアル
が入手でき、活用法を伝授いたします。
企業理念を活用した広報コンセプトシートの
作成を行います。
売 上U Pにつなげる、自社 のプレスリリース
作成を検討します。
科目

9：20〜 9：30

事務連絡

9：30〜12：30

広告とは違う
“広報”の役割と
最新事情

2/14
火

• 自社の魅力を発信したい方
• 広報や営業に力を入れたい企業の方
• 広報担当者
定

企業経営・経営戦略

9：30〜12：30

大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング27階
中小機構近畿 セミナールーム

・危機管理における広報とは
・広報の基礎知識（広告と広報の違いなど）と心構え
・ニューノーマル時代における新発想フレームと情報発信
の仕方

広報の考え方と進め方 ・SNS活用法と社内広報の考え方
・売上UPの広報ABC戦略
【演習】

・プレスリリースの作成方法
・広報年間計画の作成方法
・広報コンセプトの立て方 ー経営理念・経営戦略から考えるー

20名
22,000円（税込）

御堂筋キャンパス

企業を取り巻く環境が変化する中で、重要性が増す
広報の役割と最新のトレンドを学びます。

経営戦略と広報の関係を理解した上で、広報活動の
進め方を演習を交えて学びます。

13：30〜16：30

会場

内容

情報発信の実際

2/15
水

13：30〜16：30

自社にあった
広報の検討【演習】

16：30〜16：40

修了証書交付

さまざまな媒体を活用した情報発信の方法や、
広報活動
の効果の測り方を、事例を交えて学びます。

・情報発信の種類とやり方
・最新TV局・新聞・雑誌連絡リストの活用方法
・ネット広報のやり方と活用の仕方

これまで学んだ内容を踏まえ、
自社の経営戦略に即した
広報活動の計画づくりに取り組みます。

・売上UPのための自社商品・サービスのABC戦略作成
・最新プレスリリース雛形を活用した自社のリリース作成

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）

株式会社マジックマイスター・コーポレーション 代表取締役

大谷 芳弘（おおたに よしひろ）

大学卒業後、大手ゴルフメーカーで店長経験後、不動産オークション
（東証マザーズ上場）の会社へ転職。広報ＩＲの責任者としてマスコミ対応を行なう。����年に趣味の「マ

ジック」と
「広報」を組み合わせて企業の商品をイベントで紹介を行なう日本初の広報ＰＲマジック会社を設立。同時にプレスリリースを活用した広報コンサルティング事業を

開始、
マジシャン的（ＷＯＮＤＥＲ）な発想を活かし企業の強みをマスコミでＰＲ。
お金をかけずに中小企業が宣伝することができる
「単独プレスリリース」そして地域を活性化

させる
「共同プレスリリース」、
この２つの広報手法をマニュアル化し、地元兵庫県では専門家派遣件数ＮＯ.�、
さらにプレスリリースの成功率（掲載率）は７割を超える。現在は
中小企業庁からの依頼でよろず支援拠点全国本部サポーターとして、全国４７都道府県ごとの広報マニュアルを作成、講演活動を行なっている。別名：広報の魔術師。
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55

御堂筋
中小企業大学校

～消費者は「感情」
で動いている！～

消費者行動に学ぶ
マーケティング
研 修 のねらい

消費者が広告に惹かれたり、商品を購入したりするとき、
意思決定の多くは無意識に行われています。
そうした消費者
の心理的メカニズムを経済学に取り入れた分野が「行動経
済学」です。行動経済学のマーケティングへの応用は、多くの
企業で取り組まれていて、販売促進などで大きな成果を上げ
ています。
本研修では、
マーケティングの基本と行動経済学の考え方
を学びます。
また、行動経済学をビジネスに活用している事
例を通して、自社の販売促進プランへの応用を検討します。
月日

研修期間

時間

9：20〜

9：30

2023年

2/21 ～2/22
火

水

（2日間、14時間）

対象者

経営幹部、管理者

9：30〜 12：30

員

受講料

研 修 のポイント

消費者目線でのマーケティング活動を学びます。

消費者心理を理解し、効果的に成果を出すため
の販売促進のポイントを学びます。
消費者心理を踏まえた販売促進活動の展開方法
を学び、自社の販売促進プランを作成します。

科目

内容

事務連絡

売れる仕組みの
つくり方

顧客に選ばれるために必要となるマーケティングの基本
を理解したうえで、
売れる仕組みづくりを学びます。

・売れる仕組みの全体像
・マーケティング戦略の立案方法
・売りや強みの発見法

火

13：30〜 17：30

30名
22,000円（税込）

会場

御堂筋キャンパス

大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング27階
中小機構近畿 セミナールーム

営業・マーケティング

2/21

• 広告、宣伝の担当者
• 販売促進キャンペーン等の立案にかかわる方
定

キャンパス

2/22

9：30〜 17：30

水

購買行動の裏に潜む心の働きを事例を交えて学び、
消費者の目線に立ったマーケティング活動のポイント
マーケティングに生かす を学びます。

行動経済学

・行動経済学の考え方
・潜在ニーズのとらえ方
・マーケティングリサーチ

効果的な販売促進活動の展開方法を学ぶ。
さらに、消費者行動を踏まえターゲットの行動パターン
消費者心理を踏まえた
を理解・把握したアプローチ手法を検討し、自社の販売
販売促進策の展開方法と、 促進プランを作成します。

自社の販売促進策の検討 ・販売促進手法とそのポイント

・販売促進活動実施後の検証方法
・自社の販売促進プラン作成

17：30〜 17：40

修了証書交付

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）

グローカルマーケティング株式会社 代表取締役

今井 進太郎（いまい しんたろう）

中小企業診断士、�級販売士。慶應義塾大学経済学部卒業後、
マーケティング・コンサルティング会社の勤務を経て、販売・営業支援会社である同社を設立。

マーケティングやネットビジネスの企画・プロデュースを専門分野とし、豊富で実践的なノウハウで
「売れる仕組み」を構築し、売上増大に導くことを得意とし
ている。
現在、中小企業の経営サポートを行うほか、セミナー・研修の講師としても活躍している。
（公財）にいがた産業創造機構の外部専門家、新潟県商工会
連合会エキスパートバンク等、公的機関の専門家を兼務する。
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58

御堂筋
中小企業大学校

～エンゲージメントで業績アップ～

社員がいきいき働く
職場づくり
研 修 のねらい

「なぜか、部下が辞めてしまう」、
「部門一丸となって働け
ていない」などの悩みを抱える中小企業において、
「働きや
すく、働き甲斐のある職場」と
「心理的柔軟性を持ち、強くし
なやかメンタルを持つ社員への育成」の二つの観点でマネ
ジメントすることが重要です。
本研修では、ワークエンゲージメントの意義を理解した
上で、社員が成果達成に向けて活き活きと働くための方法
を実践的に身につけます。
その上で、自社・自部門のワーク
エンゲージメントプランを作成します。
月日

研修期間

2023年

2/27 ～2/28
月

対象者

2/27

• 職場づくりに悩んでいる方
• 社員育成に悩んでいる方
• 部下の柔軟性を引きだしたい方

受講料

9：30〜 12：30

組織マネジメント

研 修 のポイント

ワークエンゲージメントの概念が理解できます。

社員が活き活きと働くための具体的な方法が
学べます。
働きやすい、働き甲斐のある職場づくり計画
を作成します。

科目

事務連絡

エンゲージメントの
基本

月

経営者、経営幹部

員

9：30

火

（2日間、14時間）

定

時間

9：20〜

キャンパス

13：30〜 17：30

20名
22,000円（税込）

会場

御堂筋キャンパス

9：30〜 12：30

2/28

エンゲージメント
形成に向けた
具体的な方法

13：30〜 15：30

火

大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング27階
中小機構近畿 セミナールーム

15：30〜 17：30

エンゲージメント
プランの策定

17：30〜 17：40

修了証書交付

内容

ワークエンゲージメントの全体像について、
事例を通じて
理解します。

・ワークエンゲージメントとは何か
・なぜ、今ワークエンゲージメントが注目されているのか
・ワークエンゲージメントが高い職場と低い職場

働き甲斐と働きやすさを育む職場を目指すための具体
的な方法について、事例などを通じて学び、職場や自身
の現状を分析します。

・仕事の負担の減少
働く人の満足につながる要因と不満につながる要因の整理
仕事の心理的・物理的負担への気づきと改善
・働き甲斐と働きやすさを育む職場づくり
心理的安全性、
マネジメント、思いやりのある企業文化の
形成、自分も相手も尊重するコミュニケーション
・強くしなやかメンタルを持つ社員への育成
心理的回復力
（レジリエンス）
の高い社員育成。
主体性を育む
社員育成

�日間の研修を振り返り、働きやすい、働き甲斐のある
職場づくりに向けた自社・自部門の計画を作成して、研
修のまとめとします。

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）

溝井＆パートナー経営コンサルティング事務所 代表

溝井 伸彰（みぞい のぶあき）

明治大学政治経済学部卒業後、
（株）国連社、
（株）ODS、
（株）ミツウロコを経て（株）ティビーシーでコンサルティング事業部長就任。ベンチャー支援のため専門家を組織しベンチャー

企業、中小企業に対するコンサルテーションを実施。その後、独立。起業家の育成、創業支援及び経営コンサルティングを行う。
コンサルティング実績は、試作業、広告業、美容業、美容

ディーラー業、専門商社、整体業、樹脂製品問屋業等多岐にわたる。中小企業基盤整備機構などでアドバイザーを務めるなど、各方面で活躍中。中小企業診断士。REBT心理士。

著書に「となりの「美容院」が儲かっている本当の理由ー誰でも今日からやれる�つのアクション」ぱる出版、
「なぜか上手くいく社長の、
「失敗しない」
しくみー大振りで狙う勝ちより負

けをなくす経営 困難突破マニュアル」ぱる出版、
「小さな会社の「移転・引越し」
マニュアルースリムな組織にあったオフィス環境へ」
（共著）ぱる出版。

12

コースNo.

56

中小企業大学校

～［伝える」から
［伝わる」へ、ホームページ活用に
よる売上UPの仕組みづくり～

Ｗｅｂマーケティング講座
研 修 のねらい

月日

研修期間

3/2

木

～3/3

（2日間、14時間）

経営幹部、管理者

• 自社Webサイトの更新があまり進んで
いない方
• これからWebサイトを作成・作り替えようと
考えている方
• 自社Webサイトの効果に課題を感じ、
改善を検討している方
員

受講料

時間

3/2
木

中小企業大学校 関西校

インターネットを使ったマーケティングの全体像
を理解した上で、Webサイトの改善に必要な自社
の魅力を整理し、効果的な伝え方を学びます。
Webサイトの運営方法や営業活動との連携
方法を学び、実 践できるWe bサイト活用の
ノウハウを身につけます。
科目

事務連絡

9：30〜11：30

Webマーケティングの
基本

11：30〜12：30
13：30〜14：30

14：30〜17：30

内容

インターネットを活用した売れる仕組みの全体像を理
解した上で、Webサイトの役割や活用方法を学びます。

・売れる仕組みの全体像
・Webを活用して行われるマーケティング
・Webマーケティングの基本的な施策

演習を通じて自社の強みを振り返り、自社Webサイト

自社の現状の振り返り のコンテンツを充実させるためのヒントを得ます。
【演習】
・自社の魅力の整理
・インターネットでの自社情報の発信のポイント

魅力的なWebサイト作成のポイントを事例を交えて学び、

魅力的なコンテンツの 自社のWebサイト改善に繋がる演習に取り組みます。
作り方【演習】
・Webサイト構成の基本
・営業と連携するコンテンツの見直し

30名
22,000円（税込）

会場

Webの苦手な方や、まだWebサイトを作成して
いない方も安心して受講できるように、できるだ
けカタカナ用語を使わずに説明を進めます。

9：15〜 9：30

金

対象者

定

営業・マーケティング

研 修 のポイント

インターネットの普及によって情報収集・発信の制約がなく
なり、自社の認知拡大から顧客との関係強化までの取り組み
を効率的に行える環境が整っています。
その中でWebサイトを
中心とした
「売れる仕組み」を理解し、売上に結びつけるため
の知識とノウハウを身につけることが重要です。
本研修では、Webサイトを活用した
「売れる仕組み」
の全体
像を理解し、
自社の現状を振り返りながら、
売上に繋がるWeb
サイト構築のポイントを学びます。
また、
Webサイトの効果的な
運営方法や、営業との連携方法を学び、自社Webサイトを活
用して売上を向上させるための具体的な道筋を検討します。

2023年

関西校

9：30〜12：30

3/3
金

13：30〜17：30

17：30〜17：45

Webサイトの効果を持続させるための運営方法や、
営業活動との連携の仕方を学びます。最後にこれまで
の学びをまとめ、自社Webサイトの活用に向けたアク
ションプランを作成します。

Webサイト運営と
営業活動との連携方法
・Webサイト運営のPDCAサイクル
【演習】
修了証書交付

・アクセス解析とWebサイトの更新
・Webサイト運営と営業の連携方法
・Webサイト活用に向けたアクションプラン作成

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）

株式会社 MEマネジメントサービス システム事業部長

橋本 大和（はしもと やまと）

イベント企画制作・映像ソフトウェア企画開発・ITコンサルティング企業を経て����年広告コンサルティング会社を設立。中小企業の販売促進・ブランディ

ング・コンサルティング・セミナー教育などの活動を経て現在（株）MEマネジメントサービス システム事業部長に就任。同時に東洋美術学校非常勤講師も

勤める。主に社内教育ツールの開発やセミナー事業の発展に寄与。主なセミナーとして「リピーターが途切れないホームページのデザイン設計と運用」

「ブログで伝わるブランディング講座」
「３人の専門家による失敗しない企業術」
「WEB・DTP活用！販促しゃべり場」
「個人の強みを発見するセルフブラン
ディング」などがある。人材支援アドバイザー。
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～成果を上げるためのプロの仕事術～

新任管理者研修（�月）
研 修 のねらい

月日

研修期間

2023年

3/8 ～3/10
水

（3日間、21時間）

金

対象者

3/8

9：30

9：30〜 12：30

13：30〜 17：30

• 初めて部下を持つリーダー職を対象

（管理者として�～�年程度の経験を積んだ者も
対象とする）

• 将来的に管理者/幹部候補として期待され
る者

受講料

時間

9：20〜

水

新任管理者層

員

キャンパス
階層別

研 修 のポイント

企業を取り巻く経営環境が著しく変化している昨今、組織
の中核を担う管理者の役割は益々重要なものとなります。
そ
れは単にトップと現場との橋渡し役ということにとどまらず、
管理者には組織的かつ効率的な事業展開を推進する責任
者という位置付けも期待され、
その果たすべき責任は極めて
大きいといえます。
本研修では、管理者に求められる役割について理解した
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、自身のリーダーシップ（目標）を設定し、その実現に向
けたアクションプランの策定に取り組んでいただきます。

定

御堂筋
中小企業大学校

御堂筋キャンパス

大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング27階
中小機構近畿 セミナールーム

日々の業務遂行上のマネジメント・スキルを実
践的に学びます。

部下との｢コミュニケーション｣を深め、管理者
としての自己啓発の手掛かりを掴みます。
自らのリーダーシップ（目標）を実現する
「アクションプラン（行動計画）」をつくります。
科目

事務連絡

3/9
木

チームを円滑に
運営するための
リーダーシップと
コミュニケーション

部下の意欲・能力を
引き出す
の手法
13：30〜 15：30 「指導・育成」
15：30〜 17：30
9：30〜 12：30

3/10
金

13：30〜 17：30

17：30〜 17：40

内容

新任管理者として求められる内容を理解し、組織運営

に求められる職と役割を学びます。
組織として管理者に
求められる役割と能力 ・マネジメントとは ・マネジメントの機能

9：30〜 12：30

30名
32,000円（税込）

会場

新任管理者として、
「管理者に求められる役
割と能力」について理解を深めます。

職場で発生する
問題への対処法

・マネジメントサイクル ・管理者の役割
・情報交換のポイント

チーム運営を円滑にし、組織の目標を達成に導くため
のリーダーシップと部下のモチベーションを上げるコ
ミュニケーションを学びます。

・自己の理解 ・他者（部下）の理解 ・部下の育成法
・部下のモチベーションを上げる ・二つの組織

組織と人を活性化させ、成長させる部下指導・育成の進
め方を、目標によるマネジメントを踏まえて、学びます。

・目標の意味と管理の仕方
・部下を見据えたチームマネジメント
・報告、連絡、相談

自社、自組織での問題を抽出しその対処法をＰＤＣＡを
通して学びます。
問題の解決のアプローチを確認します。

・問題の認識 ・問題とは ・問題と思えるもの
・ＰＤＣＡによる問題へのアプローチ

事例演習を通して、
マネジメントの有り方を学びます。
またリーダーが供出すべきビジョンについて理解し、作
成をします。

自身にとって相応しい
リーダーシップ
（目標）
・マネジメントにおける問題の捉え方
の設定
・部下の能力の引き出し方 ・ビジョンの意味
修了証書交付

・ビジョンの作成 ・自己宣言

※事務連絡等を含んだ時間：��時間��分

講 師 紹 介（敬 称 略）

有限会社P.S.コンサルティング
代表取締役

大元 相（おおもと つとむ）

����年大阪府堺市生まれ。
早稲田大学政治経済学部卒業後、
大手広告代理店に入社。
ＣＭプロデューサー、
メディアディレクターを経て、
����年、
（有）
Ｐ.Ｓ.コン

サルティングを設立。
経営戦略、
経営改善、
売上拡大、
マーケティング戦略、
広告展開指導、
営業強化などを専門に幅広く企業支援を手がける。
同時に、
企業研修

の講師としても活躍し、
階層別研修（新入社員、
管理職研修）、
問題解決、
戦略策定、
チームビルディング、
コーチングほか幅広いテーマにおける実績を持つ。
いか

なるテーマでも参加型の研修スタイルを実践する方法は、
実務と実践の多くの経験事例を踏まえたクリエーター仕込のユニークな語り口で、
論理的かつ実感を

伴ったものとして受講経験者の評価も高い。
中小企業診断士（����年登録）
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２０２�年度研修 受講申込書 FAX：０７９０-２２-５９４２
（コピーの上ご利用ください）

中小企業大学校関西校 研修担当 行

D 建設業（�� 総合工事

代表者役織
フリガナ

E 製造業

氏 名

【連絡担当者】

部課名

TEL：
（
FAX：
（
E-mail：
住所：〒

）
）

フリガ ナ

氏

名

�� 職別工事

－
－

G 情報通信業

H 運送業

I‒� 卸売業 I‒� 小売業
a 繊維業 b 化学製品 c 機械器具 d 建築材料等
f 食料 g 医薬品 h 家具 i 什器等 j その他（

－
－

N サービス業

（４）創業年月

（５）主要取扱品目（

年

万円 （３）従業員数

－

�.役員
－

�.役員

�.役員
－

�.役員
－

�.管理者

�.管理者
役職

� � �

�.管理者

役職

－

総務課

�.代表者

�.管理者

役職

緊急連絡先（携帯）

�.役員

役職

太郎

役職

関西

��-��

タロウ

�.代表者
部署

記入例

カンサイ

�.代表者
部署

緊急連絡先（携帯）

�.代表者
部署

緊急連絡先（携帯）

�.代表者
部署

緊急連絡先（携帯）

部署

緊急連絡先（携帯）

部署・役職 （役職を記載の上、該当区分に〇）

�.管理者

� � � �

�.管理者候補等

－

�.管理者候補等

－

�.管理者候補等

－

�.管理者候補等

－

課長

�.管理者候補等

－

� � � �

年齢
歳

）

）
人

月

【申込コースおよび受講希望者情報】 ※コースNO.のご確認をお願いします。
（フリガナ）
受講者名

e 衣服

U その他（

（２）資本金

（連絡担当者が上記住所以外に在籍の場合はご記入ください）

コースNO.

�� 設備工事）

�� 食料品
�� 飲料・飼料
�� 繊維工業
�� 木材・木製品
�� 家具・建具
�� パルプ・紙
�� 出版・印刷
�� 化学
�� 石油製品・石炭製品
�� プラスチック製品
�� ゴム製品
�� 革製品
�� 窯業・土石製品
�� 鉄鋼
�� 非鉄金属
�� 金属製品
�� 汎用機器器具
�� 電機機械器具
�� 輸送機械器具
�� その他（
）

〒
住 所

）
）

日

（１）業種（該当する番号に○印をおつけください）

企業名・団体名

TEL：
（
FAX：
（

月

↓ 貴社の概要（必ずご記入ください）

フリガナ

【会社代表】

年

）

性別
男
・
女

宿泊申込

（該当番号に○印）

１．宿泊しない
２．する
（前泊あり）
３．する
（前泊なし）

※緊急事態（研修中止等）の際、
ご連絡するために
お聞きしています。

歳

男
・
女

（該当番号に○印）

１．宿泊しない
２．する
（前泊あり）
３．する
（前泊なし）

※緊急事態（研修中止等）の際、
ご連絡するために
お聞きしています。

歳

男
・
女

（該当番号に○印）

１．宿泊しない
２．する
（前泊あり）
３．する
（前泊なし）

※緊急事態（研修中止等）の際、
ご連絡するために
お聞きしています。

歳

男
・
女

（該当番号に○印）

１．宿泊しない
２．する
（前泊あり）
３．する
（前泊なし）

※緊急事態（研修中止等）の際、
ご連絡するために
お聞きしています。

�� 歳

男
・
女

（該当番号に○印）

１．宿泊しない
２．する
（前泊あり）
３．する
（前泊なし）

※緊急事態（研修中止等）の際、
ご連絡するために
お聞きしています。

＜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。

・受講希望コースNO.を選び、上記欄に受講者情報と併せてご記入し、FAXまたは郵送にてお申込ください。もしくは、中小企業大学校関西校のHPのオンラインでお
申込ください。
・申込受付後、受付確認のご連絡をさせていただきます。
当方からの連絡がない場合は、申込の受付確認がなされていないか可能性もありますので、
ご注意ください。
・宿泊期間が複数回あるコースについては初回宿泊予定のみご記入ください。
・関西校以外の場所での研修は、宿泊施設がございませんのでご了承ください。
・
（個人情報の保護について） 受講申込書に記入いただいた情報は、研修受講の手続きおよび当機構内で実施する事業のご案内（パンフレット等の送付、
メール、
FAXの送信）の目的で使用させていただきます。

（����年�月～�月➁）

（大学校使用欄）

