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について

中小企業 大学校は、既存の業界や市場の枠を超えて、デジタル技
術などを活用しながら生 産 性の向上や事 業 拡 大を牽引する中 小
企 業の中核 人材を育成する研 修 施 設 です。基 盤となる経営 知 識
に加え、経営に関する分析力、洞 察 力、統 合力、意 思 決 定 力など
の経営に必要な能力と専門知識を習得する研 修を行っています。

「中小企 業 大学 校 四 国キャンパス」は、中小企 業 大学 校の研 修メ
ニューを通学スタイルで気 軽に受講いただくというコンセプトの
もと、2019 年 11 月に開 校しました。 全 国で展 開する人 気コース
や四国地域の産業特性などを反映したオリジナル研 修などを行っ
ています。

＊国の運営する事業のため、参加しやすい受講料となっております。
　また、自治体等による受講料の半額助成制度など、さらにお得に受講いただける仕組みがあります。（P13をご参照）

＊写真は2019年度の研修風景

中小企業 大学校四国キャンパスでは、受講者の皆様の健 康と安全を最 優 先とし、新型コロナウイルス感 染予防対
策を実 施しております。皆様のご 理 解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

高松市をはじめとする四
国各地で研修を開催し
ます。また、２日以内の
短期研修を中心に展開
しています。

通いやすい

異なる業種や立場の方々
との交流によって、新たな
発見や刺激が得られ、仕
事での視野が広がり、人
脈作りにもつながります。

学びあい

学びを深めるグループ討
論や、自社課題を題材に
した解決策の検討など、
すぐに役立つカリキュラ
ムです。

すぐ役立つ

321

の特長
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〔高知県高知市開催〕11/12 金・26 金 

現場改善の基本を身に付ける！

4月

5月

6月

9月

10月

11月

1月

2月

2021年度 研修カレンダー【2021年4月～2022年3月】

2021年

2022年

〔香川県高松市開催〕4 /27 火・28 水 

信頼される管理者の
コミュニケーション力

終了

〔香川県高松市開催〕6/24 木・7/7 水 

現場改善の基本を
身に付ける！

終了

〔香川県高松市開催〕5/27 木・28 金 

リーダー人材の
獲得と定着化

終了

P.12

〔愛媛県新居浜市開催〕1/25 火・26 水 

教えて、伸ばす！
部下育成の2ステップ

P.7

〔香川県高松市開催〕4 /15 木・16 金 

「頼られる」女性リーダーの
ためのステップアップ講座

終了

〔香川県高松市開催〕6/16 水・17 木 

経営のための決算書入門

終了

〔香川県高松市開催〕9/14 火・15 水 

「売れる」がわかる！
顧客をつくる営業手法

P.10

〔高知県高知市開催〕2 / 9 水・10 木 

新市場にアプローチする
考え方と営業手法

P.11

〔香川県高松市開催〕10/14 木・15 金 

チームを活かす
マネジメント

P.6

〔愛媛県松山市開催〕11/4 木・5 金 

安心な経営のための
資金繰り講座

P.9

〔香川県高松市開催〕12 /2 木・3 金 

組織的ＯＪＴの
仕組みづくり

P.8

〔香川県高松市開催〕6/24 木・7/7 水 

現場改善の基本を
身に付ける！（続き）

7月

8月

3月

12月

3



● 管理者として望ましい判断の指針が身につきます。 
● 会社の内外の関係者を上手に巻き込めるようになります。
● チームの動きを改善するプランがすぐに業務に役立ちます。

〔香川県高松市開催〕  2021年10月14・15日

チームを活かすマネジメント P.6

● 指導・育成するうえでの部下との向き合い方が理解できます。 
● 自分の持つノウハウを適切に部下に伝えられるようになります。
● 部下の自立に向けて、意欲を高め、伸ばす方法が習得できます。

〔愛媛県新居浜市開催〕  2022 年1月 25・26日

教えて、伸ばす！ 部下育成の２ステップ P.7

終 了

〔香川県高松市開催〕  2021年 4 月15・16日

「頼られる」女性リーダーのための
ステップアップ講座 

終 了

〔香川県高松市開催〕  2021年 4 月27・28日

信頼される管理者のコミュニケーション力 

終 了

〔香川県高松市開催〕  2021年 5月27・28日

リーダー人材の獲得と定着化

2021 年度分野別 研修概要

組織
マネジメント

人事・組織

● OJT が標準化され、実効性の検証ができるようになります。 
● 現場リーダーが前向きに OJT に取り組めるようになります。
● 自社の OJT 改善プランを作成するので、すぐに改善にとりかかれます。

〔香川県高松市開催〕  2021年 12 月2・3日

組織的ＯＪＴの仕組みづくり P.8

終 了

〔香川県高松市開催〕  2021年 6 月16・17日

経営のための決算書入門

財務管理

● 「利益」と「お金」の関係性を知り、資金繰り予測ができるようになります。 
● 資金繰り予測から自社の経営課題を把握し、未来の拓き方がわかるようになります。
● 銀行員や税理士等と、財務について対等に近い水準にて話が出来るようになります。

〔愛媛県松山市開催〕  2021年 11月4・5日

安心な経営のための資金繰り講座 P.9
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● 顧客と商品を見つめなおし商品の新たな価値を発見します。
● 顧客の視点で SNS などネットを活用した商品 PR に強くなります。
● 模擬商談を通じて、今の時代に必要な営業手法を身に付けます。

〔香川県高松市開催〕  2021年 9月14・15日

「売れる」がわかる！顧客をつくる営業手法 P.10

● 自社の強みと市場機会を組み合わせる考え方が身につきます。 
● 演習を通して顧客に響く価値を創造する手法が身につきます。
● 自社商品を実際に新市場に営業する際のポイントが身につきます。

〔高知県高知市開催〕  2022 年 2月9・10日

新市場にアプローチする考え方と営業手法 P.11

営業・
マーケティング・

商品開発

終 了

〔香川県高松市開催〕  2021年 6月24日・7月7日

現場改善の基本を身に付ける！ 

生産管理

● 現場改善の着眼点が明確になります。 
● リバウンドしない 5S 定着のポイントが理解できます。
● 「強い現場」の基礎力を育み工場の生産性向上へつなげます。

〔高知県高知市開催〕  2021年 11月12日・26日

現場改善の基本を身に付ける！ P.12

中小機構では、　　　　　　     のほかにも、様々なサポートを提供しています。
四国本部にお問い合わせください。

経営アドバイス 販路開拓 中小企業大学校 
関西校・広島校各分野の専門家が経営課題の

解決に向けて対面アドバイス
● 無料相談
● 相談回数に制限なし
● 組織、財務、法務、海外 等

販路開拓の機会創出のほか、
専門家による成約率向上の
ためのアドバイス支援
● 展示会、商談会への参加
● オンラインマッチング
　「J-GoodTech」
● テストマーケティングや
　マーケティング企画等への
    アドバイス　等々

基礎から応用まで習得できるカリキュラムと、業務
から離れ学びに集中できる環境、食堂・宿泊施設
などを完備し充実した機能により、じっくりと研修
に向き合うことができます。

（両校とも年間約60講座を開催）

P16 をご参照
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自治体・団体名

阿波市 阿波市がんばる企業応援事業 産業経済部商工観光課 0883-36-8722

徳島市 徳島市中小企業等人材確保・
育成支援事業補助金 経済部経済政策課 088-621-5225

徳島県企業経営研究会 研修受講料の助成 会事務局：徳島県商工労働
観光部企業支援課内 088-621-2369

高知県労働局 088-888-6600

愛媛県労働局 089-987-6370

香川県労働局 087-811-8923

徳島県労働局 088-622-8609

東みよし町 中小企業人材育成事業 産業課 0883-79-5339
公益財団法人
かがわ産業支援財団 中小企業大学校派遣研修事業 総務部 087-840-0348

丸亀市 丸亀市産業振興支援補助事業 丸亀市産業観光課
商工労政担当 0877-24-8844

善通寺市 善通寺市
中小企業振興支援事業 商工観光課 0877-63-6315

松山市 松山市人材育成事業補助金 地域経済課 089-948-6783

宇和島市 宇和島市中小企業者等
応援事業補助金 商工観光課 0895-49-7080

新居浜市 新居浜市中小企業
振興助成制度 産業振興課 0897-65-1260

西条市 地域産業競争力強化事業費
補助金 産業振興課 0897-53-0010

大洲市 大洲市中小企業者・
小規模事業者応援事業補助金 商工産業課 0893-24-1722

愛南町 愛南町中小企業者
経営研修受講費補助金 商工観光課 0895-72-7315

東温市商工会 人材育成支援事業 指導課 089-964-1254

久万高原町商工会 地域振興対策費 事務局 0892-21-2061

吉田三間商工会 人材育成支援事業 0895-52-2233

内子町商工会 人材育成支援事業 事務局 0893-44-2166

香南市 香南市産業人材育成事業費
補助金 商工観光課 0887-50-3013

全日本トラック協会 中小企業大学校
講座受講促進助成制度 経営改善事業部 03-3354-1056

徳島県トラック協会 中小企業大学校受講料助成 088-632-8810

香川県トラック協会 中小企業大学校
指定講座受講促進助成制度 087-851-6381

愛媛県トラック協会 中小企業大学校講座
受講促進助成制度 089-957-1069

高知県トラック協会 中小企業大学校受講料助成 088-832-3499
日本中小企業福祉事業財団

（日本フルハップ）
中小企業経営者等
研修助成制度 福祉・災害防止部 06-6949-3314

須崎商工会議所 中小企業人材育成研修事業 中小企業相談所 0889-42-2575

鬼北町商工会 中小企業大学校
研修費用補助制度 事務局 0895-45-0813

制度名 担当部署 TEL

研修費用の公的助成制度のご案内
中小企業大学校の受講費用について、国、地方自治体、業界団体、中小企業支援機関が設ける研修費用の一部を助成する
補助金制度を利用できる場合があります。
詳細については、研修お申込みの前に、制度を管轄する地方自治体等の担当課にお問い合わせください。

制度一覧

人材開発支援助成金

助成金センター

助成金センター

職業対策課分室（助成金センター）

訓練室

※2021年7月現在

愛
媛
県

そ
の
他
団
体

徳
島
県

香
川
県

高
知
県

厚
生
労
働
省
の
助
成
制
度
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個人業務に忙殺されてマネジメントまで手が回らない、コミュニケーションや適正な判断の難しさなど、
管理者には多くの課題がつきもの。
そんな悩みを持つ方におすすめしたい、現場で確実に活かせる内容に特化した本講座を、ウェブメディア

「瀬戸内通信社」の編集長・ライターの小林繭子さんに体験取材していただきました。
「２日間と長丁場の講座ですが驚くほど集中でき、 “一方通行的な、聞くだけの講座” とはまったく違いました」 
とのこと。それでは、小林さんのレポートをお届けします。

己紹介の個人発表からスタートするも、講
座開始直後はみなさんまだまだ緊張気味。

そんな空気を和ませつつ、テンポよく参加者を集
中モードへ導くのは、この道３２年の空講師。
　さて、今回のテーマである「マネジメント」、講
座では下図資料（講座資料１．）のように説明があ
りました。
 「経営は、意思決定の連続です。常になんとか
して答えをださなくてはいけません。例えば、高
松から北海道に行くとしたらどのように行くのか。
飛行機や新幹線といった “きれいな答え” を出す
先入観は捨てましょう。ほふく前進、自転車……
様々な方法があるはずです」（空講師）。
　あらゆる方法を判断のテーブルに並べるように
意識すると、視野がぐっと広がります。こんな風
に、マネジメントに活かせる考え方やテクニック
を、わかりやすく実践的に学んでいきます。
　講座では、１分間のチームディスカッションと
発表を何度も繰り返しました。例えば、一つの
テーマに対し「自分の会社や組織ではどうか」、 

「本質とは何か」など、各々が自ら考え、参加者
同士で対話します。
　ディスカッションやワークでは、空講師がテン
ポよく質問を挟みながら、参加者の主体性を引
き出していきます。また、発表する度に「すばら
しいですね、拍手！」と温かくリアクションをした
り、「知らない人は元気よく手を上げよう」とポジ
ティブな雰囲気を作ったりしていました。 ディスカッションやワークでは、講師が深堀りやアドバイスでサポート

情熱的で朗らかな空講師

講座資料２．「チームビルディングの具体策」講座資料１．「マネジメントとは…？」

チームでディスカッション→ 発表を繰り返す

「チームを活かすマネジメント」 （2021年3月3・4日開催）体験取材レポート

自
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2021年度開催のご案内
「チームを活かすマネジメント」

～全 体を見渡す管理者になる～

■ 2021年10月14・15日（2日間）
■ 香川県県民ホール レクザムホール 大会議室

（講座の詳細は6ページをご参照ください）

講師紹介（敬称略）

個人業務に忙殺されてマネジメントまで手が回らない、コミュニケーションや適正な判断の難しさなど、
管理者には多くの課題がつきもの。
そんな悩みを持つ方におすすめしたい、現場で確実に活かせる内容に特化した本講座を、ウェブメディア

「瀬戸内通信社」の編集長・ライターの小林繭子さんに体験取材していただきました。
「２日間と長丁場の講座ですが驚くほど集中でき、 “一方通行的な、聞くだけの講座” とはまったく違いました」 
とのこと。それでは、小林さんのレポートをお届けします。

株式会社タケチ 工場長 
石丸さん（ゴム製品製造業／愛媛県）

株式会社吉田石油店 課長  
宮武さん（卸売業、小売業／香川県）

有限会社藤中電設 代表取締役  
藤中さん（設備工事業／高知県）

れからリーダーになる方から課長、経営者
と幅広い年齢層とバックグラウンドを持っ

た方が集まる中、誰にとってもわかりやすく、そ
れぞれに必要なことが掴める内容に溢れていま
した。序盤では挙手する人もまばらでしたが、1
日目の終わりには誰もが進んで発言し、積極的
に対話しながら吸収している姿がとても印象的
でした。また、幅広い年齢層が集まったことが、
参加者同士の良い刺激になっていたようです。
　2 日間の集大成として、講座の最後には職場
の問題発見と改善プラン、明日からの自身の行

動についての個人発表があり、「すぐに実践する」
という意識を一人ひとりが持っていました。
　課題を解決へと導くのは他の誰かではなく、自
分自身。チームや会社を変えるのは簡単ではあり
ませんが、様々な手法やコツ、考え方を知ってい
ると大きくスピーディーに進むことができます。本
講座では、それらを自ら考え人と対話し、主体的
に学べる工夫が凝らされていると感じました。こ
こでの学びは、受講生自身の、そして組織の力に
なる予感がします。

（文＝小林繭子／瀬戸内通信社）

従業員の高齢化やチームの活性化
といった課題が明確になり、解決
の糸口も具体的に掴めました。様々
な業種の方や幅広い層の方と出会
い、対話できたことは思わぬ収穫
です。空講師のわかりやすく、情
熱的な指導がとても良かったです。

大切にしていることは “書いて・話して・発表して身に付
ける” こと。自分の言葉でアウトプットすると、学んだ
ことが血肉になり、自身に定着します。それをこの場で
経験することは、必ずマネジメントに活きてきます。研
修は、職場に戻ってすぐに実践できてこそ意味があり
ます。必ず活かせる内容をご準備いたします。まだ課
題が見えていない方はその掘り起こしから、課題がす
でにある方はその打開策を、是非一緒に考えましょう。

空 直美（そら なおみ）
株式会社 B-GROOW 代表取締役
一般企業勤務を経て人事コンサルティング業
界で修行。約25年に及ぶ業界経験と導入実
績を持って2014年（株）B-GROOWを設立。
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。
中小企業大学校直方校では経営管理者養成
コースのゼミナール講師を務めている。中小
企業診断士、人事コンサルタント。

受講者インタビュー

『現場意識が強い管理者に、俯瞰的な経営者目線を持ってもらいたい』この
講座の始まりは、そんな悩みを持つ中小企業の経営層との会話でした。重点
を置いたのは、組織のための課題発見・解決能力を引き出すパートです。
この講座でもコミュニケーションに触れますが、より深く学べる別講座「信頼
される管理者のコミュニケーション力」と組み合わせて受講することで、管
理者に必要な能力を網羅できます。お気軽にお問い合わせください。（中村）

本講座の企画担当より

「チームを活かすマネジメント」 （2021年3月3・4日開催）

すぐに使えるコミュニケーションの
テクニックやロジックツリー、マネ
ジメントの考え方など多くの学び
がありました。“今の現状をなんと
かしたいと思っているものの、どう
すればよいのかわからない” そん
な方におすすめしたいです。

会社を引き継いで4年ですが、もと
もとは現場の人間で、マネジメン
トも経営もわからず、限界がありま
した。今回、実践的なことを数多
く学べました。まずは自分の代で
作った理念の “見える化” に着手し
て、定着を進めたいです。

こ
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北海道本部（札幌市）

北陸本部（金沢市）

中国本部（広島市）

九州本部（福岡市）

四国本部（高松市）

沖縄事務所（那覇市）

近畿本部（大阪市）

中部本部（名古屋市）

本部（東京都港区）

関東本部（東京都港区）

東北本部（仙台市）

中小企業大学校 旭川校

中小企業大学校 三条校

中小企業大学校 関西校

中小企業大学校 広島校

中小企業大学校 直方校

中小企業大学校 人吉校

中小企業大学校 瀬戸校

中小企業大学校 東京校

中小企業大学校 仙台校

中小企業大学校 四国キャンパス

中小企業大学校 金沢キャンパス

中小企業大学校（東京校、関西校、広島校、web校）のご案内
　中小企業大学校は、1969年に開校した東京校
をはじめとして、経営者や管理者の方を対象に中
小企業の経営管理に特化した研修を全国で
提供し、多くの受講の皆さまに評価をいただいて
まいりました。企業をとりまく経営環境が大きく変
化する中で、中小企業の皆さまの多様な課題・
ニーズに応える多彩な研修メニューを提供
しております。
　半世紀にわたる歴史の中で培われたノウハ
ウを活かした研修テーマ、基礎から応用まで習得
できるカリキュラムと、業 務から離れ学びに
集中できる環境、食堂・宿泊施設などを完備
し充実した機能により、じっくりと研修に向き合う
ことができます。

　とくに、インターバルを挟んで合計20日前後に
及ぶカリキュラムで経営管理者や工場管理者
を養成する長期コースでは、経営の革新や現

場の課題解決に主体的に取り組むリーダー人材
を育成する総合的かつ体系的な研修を提供してお
ります。
　また、次代の経営を担う後継者を対象とし、自社
の未来を描き、その実現に向け社員を巻き込み率
先垂範する人材を育てる「経営後継者コース」

（10カ月間全日制。東京校開催。）を提供し、40年
間で800名を上回る卒業生を輩出しております。

　一方で、アクセスの強化にも取り組んでおり、
中小機構の各地域本部や支援機関施設で行う短
期間の研修を拡充させてきているほか、2018年
からは職場や自宅からオンラインで受講でき
る少人数制のゼミ「中小企業大学校 ウェビー
キャンパス」を開校しています。

実践的なカリキュラムを低廉な価格で提供
する中小企業大学校を、ぜひご活用ください。

〒679-2282
兵庫県神崎郡福崎町
高岡1929
電話：0790-22-5931
FAX：0790-22-5942

関西校
〒733-0834
広島県広島市西区草津
新町1-21-5
電話：082-278-4955
FAX：082-278-7201

広島校

四国からは
関西校または広島校が便利です
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お申し込み方法

※募集定員になり次第「締め切り」とさせていただきます。お早めにお申し込みください。
※定員を超えるお申込みがあった場合は、「キャンセル待ち」となることがあります。
※３名様を超えるお申込みの場合は、４名様以降をいったん「キャンセル待ち」とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

＊1 製造業のその他の業種には、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。
＊2 サービス業には、クリーニング業、物品賃貸業など、日本標準産業分類の大分類（L-サービス業）に分類される業種等が該当します。

（＊1）

受講対象企業

お申込みから開講までの流れ

資本金又は従業員数のいずれかが下記の表に掲げる範囲に該当する日本国内の中小企業の
経営者・管理者・従業員、後継者の方なら年令・学歴等は問わず、どなたでも受講できます。

区分 資本金 従業員数

お申込み1

2

3

4

受講決定

開　　講

受講料の
お振込み

［ 注意事項 ］

右ページの申込書にご記入のうえ、FAX でお申し込みください。
Webページからのオンライン申込も可能です。
受領後は事務連絡ご担当者あて確認メールをお送りします。
※自治体等による受講料の半額助成制度など、さらにお得に受講いただける仕組みがあります。
　お申込前にご確認ください。（P.13をご参照）
https://www.smrj.go.jp/institute/shikoku/training/sme/2021/

開講日の約１カ月前に、再度メールにて「受講受入の決定について
（受講決定通知書 兼 受講料振込依頼書）」等の関係書類をお送りします。

当日は、筆記用具、名刺等をご持参のうえ、会場にお越しください。
会場は講座により異なりますのでご留意ください。

期日までに所定の金額をお振込みいただきます。
※振込手数料は貴社にてご負担願います。
※受講料納入後にキャンセルされる場合、時期に応じて納入額の全額または一部を申し受けます。
　あらかじめご了承ください。

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

※事業協同組合や企業組合などの中小企業団体は受講対象に該当しますが、財団法人、一般・公益社団法人、医療法人、農事組合法人、
　NPO等の法人は受講対象に該当いたしません。詳しくはお問い合わせください。
※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。

（＊2）

オンライン
申込
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