
※中小企業大学校では、新型コロナウィルス感染症の予防対策を進めております。

研修のねらい 研修のポイント
　仕事への意識や価値観が多様化し、リモート環境での業務が浸透
する可能性がある中、職場の円滑な意思疎通を図り、個々のモチベー
ションを高め、やる気を引き出すためにはコミュニケーションが不可
欠です。管理者には組織を活性化するため、コミュニケーション能
力を向上し、部下やメンバーと良好な関係を築くことが求められます。
　本研修では、管理者に求められるコミュニケーションスキルを高め、
信頼関係を構築するための方策を演習を通じて学びます。また、自
社への浸透、定着、さらに組織活性化へとつなげるために、｢人｣と
｢組織｣を動かす能力の向上を図ります。

部下の成長につながるコミュニケーションの取り方
を学びます。

上司の立場、部下の立場、同僚として、さまざまな
場面設定による演習で、新たな気づきをあたえます。

職場活性化につなげる自社の取り組みプランを検
討します。

講師紹介（敬称略）

安部 博枝（あべ ひろえ）
大手自動車メーカー入社後、総合研究所、本社にて15年間勤務。全社女子社員教育トレーナー、東京モーターショーなどを担当。全
社システム構築プロジェクトでは社長賞受賞。その後、東京工業大学研究員を経て、現在明治大学にてAIを用いたコミュニケーション
研究に従事。2015年に起業し、中小～中堅企業の人事制度設計や人材育成計画策定のコンサルティングを行う。官公庁、企業の研
修では、約10年間で2万人以上の社会人教育に携わり、論理的な思考力、企業における実務経験を活かした明快で、やる気にさせる
実践的支援が好評で多くの社会人から支持されている。著書「自分のことがわかる本─ポジティブ・アプローチで描く未来」（岩波書店） 

株式会社 abilight（アビライト）代表取締役

月 日 時 間 科 目 内 容

1 31
火

9:20-9:40 オリエンテーション

9:40-15:40
（昼休 12:40

～ 13:40）

管理者に求められる
コミュニケーションの
基本

社内のコミュニケーション活性化が良好な職場環境をつく
り、社員のやる気と定着に繋がります。そして、そこで育ま
れるいきいきとした風土が企業の魅力を向上させ、顧客と
の良好な関係を構築します。そのような好循環のベースとな
るコミュニケーションの基本的な考え方を学びます。
・リーダーに必要なコミュニケーション力とは
・コミュニケーションの役割と重要性
・リモート環境でのコミュニケーションのポイント
・自己理解と他者理解（アセスメント）

15:40-17:40

実践コミュニケーショ
ン・スキルアップ（演習）

社内外の自分を取り巻く様々な関係性の相手と良好な関係
を築くための適切なコミュニケーションの手法を演習を通じ
て身に付けます。
・信頼感を得るための自分づくり
・相互理解を促すコミュニケーション(傾聴力、質問力など)
・説得力と納得性を引き出すロジカルコミュニケーション
  （ミニディベートなど）
・部下育成に不可欠なマインドと育成スキル(事例研究)

2 1
水

9:20-17:20
（昼休 12:20

～ 13:20）

2 2
木

9:20-11:20
周囲を巻きこむコミュ
ニケーション力の養成

（演習）

ビジョンを伝え、一体感を醸成するための魅力あるスピー
チ力を磨きます。　
・文章構成法
・伝える力

11:20-17:20
（昼休 12:20

～ 13:20）

コミュニケーションを軸
とした組織活性化のた
めのプランづくりと発表

（演習）

これまでに学んだことを踏まえて、自組織における組織活
性化行動計画をまとめます。また、コミュニケーションの範
囲をチームから組織に一段階高め、組織活性化を通じた生
産性向上の取り組みへつなげるための課題を整理します。
最後に計画を共有し、お互いにフィードバックします。
・ 戦略策定とプランニングの手法
・発言を引き出し会議を活性化するファシリテーション
・今後の取り組みプランの作成と課題整理
・発表と相互フィードバック

17:20-17:30 修了証書の授与
※カリキュラムは都合により変更する場合がありますので予めご了承ください。

人と組織を動かす
コミュニケーション講座

28コースNo.

組織マネジメント/ 人事・組織

中小企業大学校

研修期間

管理者、新任管理者層
・自身のコミュニケーション力を高めたい方
・�職場のコミュニケーションを活性化させた
い方　
・部下の意欲と能力を引き出したい方

対象者

30 名定　員

32,000円（税込）受講料

会場

2023 年

1 31 火 -2 2 木

東京都東大和市桜が丘2-137-5 

中小企業大学校 東京校

東京校
信頼関係を育てるしくみづくり

中小企業大学校 東京校
独立行政法人　中小企業基盤整備機構

こんなところ！ 東京校
受講風景や研修の様子はこちらからご覧頂けます。
 ＼事前確認で、安心して受講できる ！／



No.28

定員 30 名 受講料 32,000 円

日付 科目

オリエンテーション

管理者に求められるコミュニケーションの

基本

2/1

(水)

周囲を巻きこむコミュニケーション力の

養成（演習）

コミュニケーションを軸とした組織活性

化のためのプランづくりと発表（演習）

修了証書の授与

安部 博枝

（あべ ひろえ）

株式会社abilight

（アビライト）

代表取締役

大手自動車メーカー入社後、総合研究所、本社にて15年間勤務。全社女子社員教育トレーナー、東京モーターショーなどを担当。全社システム構築プロジェクトでは社長賞受

賞。その後、東京工業大学研究員を経て、現在明治大学にてAIを用いたコミュニケーション研究に従事。2015年に起業し、中小～中堅企業の人事制度設計や人材育成計画

策定のコンサルティングを行う。官公庁、企業の研修では、約10年間で2万人以上の社会人教育に携わり、論理的な思考力、企業における実務経験を活かした明快で、やる気

にさせる実践的支援が好評で多くの社会人から支持されている。著書「自分のことがわかる本─ポジティブ・アプローチで描く未来」（岩波書店）

17時20分～17時30分 中小企業大学校担当職員

※カリキュラムは都合により変更する場合がありますので予めご了承ください。

講師氏名 略歴

1/31

(火)

9時20分～9時40分 中小企業大学校担当職員

9時40分～15時40分

（昼休　12時40分～

　　　　　　13時40分）

社内のコミュニケーション活性化が良好な職場環境をつくり、社員のやる気と定着に繋がりま

す。そして、そこで育まれるいきいきとした風土が企業の魅力を向上させ、顧客との良好な関

係を構築します。そのような好循環のベースとなるコミュニケーションの基本的な考え方を学び

ます。

・リーダーに必要なコミュニケーション力とは

・コミュニケーションの役割と重要性

・リモート環境でのコミュニケーションのポイント

・自己理解と他者理解（アセスメント）

安部 博枝

株式会社abilight

(アビライト)

代表取締役

15時40分～17時40分

実践コミュニケーション・スキルアップ

（演習）

社内外の自分を取り巻く様々な関係性の相手と良好な関係を築くための適切なコミュニ

ケーションの手法を演習を通じて身に付けます。

・信頼感を得るための自分づくり

・相互理解を促すコミュニケーション(傾聴力、質問力など)

・説得力と納得性を引き出すロジカルコミュニケーション（ミニディベートなど）

・部下育成に不可欠なマインドと育成スキル(事例研究)

9時20分～17時20分

（昼休　12時20分～

　　　　　　13時20分）

2/2

(木)

9時20分～11時20分

ビジョンを伝え、一体感を醸成するための魅力あるスピーチ力を磨きます。

・文章構成法

・伝える力

11時20分～17時20分

（昼休　12時20分～

　　　　　　13時20分）

これまでに学んだことを踏まえて、自組織における組織活性化行動計画をまとめます。また、

コミュニケーションの範囲をチームから組織に一段階高め、組織活性化を通じた生産性向上

の取り組みへつなげるための課題を整理します。最後に計画を共有し、お互いにフィードバッ

クします。

・戦略策定とプランニングの手法

・発言を引き出し会議を活性化するファシリテーション

・今後の取り組みプランの作成と課題整理

・発表と相互フィードバック

時間 内容 講師

研修のねらい

仕事への意識や価値観が多様化し、リモート環境での業務が浸透する可能性がある中、職場の円滑な意思疎通を図り、個々のモチベーションを高め、やる気を引き出すためには

コミュニケｰションが不可欠です。管理者には組織を活性化するため、コミュニケーション能力を向上し、部下やメンバーと良好な関係を築くことが求められます。

　本研修では、管理者に求められるコミュニケーションスキルを高め、信頼関係を構築するための方策を演習を通じて学びます。また、自社への浸透、定着、さらに組織活性化へと

つなげるために、｢人｣と｢組織｣を動かす能力の向上を図ります。

研修の特長

・部下の成長につながるコミュニケーションの取り方を学びます。

・上司の立場、部下の立場、同僚として、さまざまな場面設定による演習で、新たな気づきをあたえます。

・職場活性化につなげる自社の取り組みプランを検討します。

◆本コースでの学習と併せて、下記コースをご活用ください。

・「No.23 個人とチームで取り組むメンタルヘルス講座」 2022年8月2日（火曜）～　8月3日（水曜）〈2日間〉

・「No.25 ストーリーで身につける問題解決の進め方」 2022年9月6日（火曜）～9月9日（金曜）〈4日間〉

・「No.26 チームで成果をあげるマネジメント術」 2022年12月5日（月曜）～　12月7日（水曜）〈3日間〉

研修期間 2023年1月31日（火曜）～　2月2日（木曜）　〈3日間〉

対象者

管理者、新任管理者層

・自身のコミュニケーション力を高めたい方

・職場のコミュニケーションを活性化させたい方

・部下の意欲と能力を引き出したい方

コース名
人と組織を動かすコミュニケーション講座
信頼関係を育てるしくみづくり



コース別受講申込書
★お手数ですが、もれなくご記入願います。

★この申込書は当校で受領後､受講者情報右欄の受付状況を記載し､折り返しＦＡＸいたします。必ずご確認ください。

中小企業大学校　東京校長　あて

〒 - 都道

府県

担当者E-mail

氏名

コース№ No. ２８ 受講コース名

フリガナ 年齢 性別 受講できます

歳

受講者E-mail

キャンセル待ち

【入寮申し込み】必ず受講者本人にご確認をお願いします。該当箇所に○印を付してください。 番です

研修開始日 研修終了日

入寮しない 研修開始日の前日 研修終了日の翌日

フリガナ 年齢 性別 受講できます

歳

受講者E-mail

キャンセル待ち

【入寮申し込み】必ず受講者本人にご確認をお願いします。該当箇所に○印を付してください。 番です

研修開始日 研修終了日

入寮しない 研修開始日の前日 研修終了日の翌日

１）　太枠内の該当箇所に○印を付してください。また、入寮希望の有無・入退寮日につきましては、受講予定者本人にご確認をお願いいたします。

２）　入寮された場合の部屋割りについては、受入人数の都合で、ご希望に添えない場合があります。

４）　「経営後継者研修」「経営管理者研修」の申込書は、別様式ですので専用パンフレットをご請求ください。

６）　複数のコースをお申込みされる場合は、本申込書様式をコピーしてご利用ください。

大学校使用欄

FAX.042-590-2685

年　　　　月　　　　日

フリガナ
代表者役職

会社名
代表者氏名

所在地

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. DM（研修ガイド）　2．DM（パンフレット等） 　3．ホームページ　4．Web広告・SNS
　5．メルマガ　6．受講者　7．商工団体等　8．金融機関　9．税理士等専門家　10．新聞・雑誌等　11．
訪問・電話　12．セミナー・イベント　13．その他（　　　　　　　　　　　　        ）

東京校メルマガ発行時の
送信可否 可　・　不可

事務連絡
担当者

フリガナ
部署
役職

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。

人と組織を動かすコミュニケーション講座

受
講
者
情
報
①

部署

受
付
状
況
①

氏名
役職（役職を記載の
上該当区分に○）

代表者・役員・管理者
・管理者候補等

受講決定通知兼振込依頼書を
開講の約１ヶ月前に連絡担当
者様へ発送いたします｡

退寮日
　　キャンセルが発生次第、
　　連絡いたします。

受
講
者
情
報
②

部署

受
付
状
況
②

氏名

入寮する ⇒
入寮日

～

役職（役職を記載の
上該当区分に○）

代表者・役員・管理者
・管理者候補等

受講決定通知兼振込依頼書を
開講の約１ヶ月前に連絡担当
者様へ発送いたします｡

入寮する ⇒
入寮日

～
退寮日

　　キャンセルが発生次第、
　　連絡いたします。

３）　より多くの方に受講していただけるよう、原則として1コースあたり1社2名様までのお申し込みとさせていただきます（一部コースを除く）。なお、2名様をこえる場合はキャンセル
　　　待ち扱いとなります。ご理解くださいますようお願いいたします。

５）　受付状況がキャンセル待ちの場合、キャンセルが発生次第ご連絡いたします。受講可能な場合には、「受講決定通知兼振込依頼書」を事務連絡担当者様へ発送いたします。

個人情報の保護
について

個人情報保護法に定義されます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いたします。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
開示はいたしません。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いたします。




