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中小企業大学校研修

中小企業大学校サテライト・ゼミ

with 公益財団法人川崎市産業振興財団、後援 川崎信用金庫

女性リーダー研修

᧱ᦂ㯋ᆗ

サテライト・ゼミ with

公益財団法人
川崎市産業振興財団

〜自分らしいリーダーシップでチームの力を最大化〜

階層別

※中小企業大学校では、新型コロナウイルス感染症の予防対策を進めております。
本研修は当対策を実施した上で開催いたします。詳しくはこちらをご覧ください㱺

研修のねらい

研修のポイント

女性がこれまで以上に活躍するためにも、なりたい
人物像と企業側が求めるリーダー像の重なる部分を拡
げ強めていくことが重要です。
本研修では、自分らしさを発揮しながらチームの力
を高めるリーダーシップや、部下や後輩を育てるため
のスキルを、演習を交えて実践的に学びます。また、
無意識の思い込み（アンコンシャスバイアス）や、ス
トレスを受け止め適応できるための考え方についても
学びます。研修のまとめとして、自分らしいリーダー
シップを活かした行動計画を作成します。
‗ὅ

研修期間

62

䉄䊈䉄
ᾈၵతᾌ䊈 〜自信を持って力を発揮
するためのマインド醸成〜
ᾌ

セルフマネジメント力を
䉄䊈䉄
高める【演習】

管理者・新任管理者層
※女性限定
・初めて部下を持つリーダー
・将来的に管理者候補として期待される方

受講料

⮋⧟

ሻ

オリエンテーション

木

対象者

員

将来の目標や理想を実現するための計画を
考えます。

女性の活躍が求められる時代背景を理解し、無意識の思い込み
（アンコンシャスバイアス）の存在を知り、自分自身や周囲が
なぜ、女性活躍なのか？ どのような無意識の思い込みを持っているのか、その影響を理
解します。

62 、63
629

定

メンバーをサポートし、育てるための教え
方を学びます。

ᾌ㯒
䉄䊈䉄

2022 年

リーダーに求められる役割とスキルを学び
ます。

15 名
29,000 円（税込）

63
金

䉄䊈䉄
自分らしいリーダーシッ
ᾈၵతᾌ䊈
プを発揮する【演習】
ᾌ
䉄䊈䉄 チームの力を最大化する

ഔೠഝೱഌ

629
水

川崎市産業振興会館
9 階第 3 研修室

これからの働き方を考える
䉄䊈䉄
【演習】
䉄䊈䉄

神奈川県川崎市幸区堀川町 66番地20

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。
・ストレスのメカニズムや自分が抱えやすいストレス要因を知る
・適応力を高める―レジリエンス―
・自身とメンバーのメンタルケア

自分が得意とするリーダーシップスタイルを実践から学びます。
・多様なリーダーシップスタイル
・自分が得意とするリーダーシップに気づく

管理職として、チームの力を最大化するための考え方や視点を
学びます。
・ロジカルシンキング
・関係の質を高める
・ボスマネジメント

㯒䉄㗾㶉ಎᏳಭⷔಶಊ౧ಂಃಡ౼ద

䉄䊈䉄
人材育成の考え方と部下
ᾈၵతᾌ䊈
への指導方法
ᾌ

会場

・女性の活躍が求められる時代背景
・自分がもつ無意識の思い込みに気づく
・自分や周囲にある無意識の思い込みを言語化し、解決のヒント
を得る

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
や教え方を演習を交えて学びます。
・傾聴・承認・質問
・ティーチングとコーチング、カウンセリング
・フィードバックスキルを高める

自身の個性や感性を活かしながら、職場内でリーダーとして組
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。
・
「なりたい女性リーダー像」の明確化
・今後磨くべき個性とスキル
・明日からのアクションを考える−目標設定と行動計画ー

修了証書の授与
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講師紹介 （敬称略）
株式会社 Woomax

青柳

執行役員

未央（あおやぎ

みお）
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※上記QRコードから
お申込みできます。

ུථỬᏽᚃࠉ㛜ㅦࡡ  ࣧ᭮๑㡥࠾ࡼ㈏♣ࡡ㏻⤙ᢰᙔ⩽ᵕ࠵࡙࡞ࠔུㅦỬᏽ㏳
▩ᣲ㎰౪㢏᭡ࠕ
➴ࢅ㏞࠷ࡒࡊࡱࡌࠊུㅦᩩࡢᣞᏽࡱ࡚࡞࠽ᣲࡽ㎰ࡲࡂࡓࡈ࠷ࠊ
㸝ᜅࡿථࡽࡱࡌࠉᣲ㎰ᡥᩐᩩࡢ㈏♣࡚ࡇㇿᢰࡂࡓࡈ࠷㸞
ͤ⣙ථᚃࡡུㅦᩩࡢࠉ࢞ࣔࣤࢬࣜࡈࡿࡒሔྙ࡞ࡵୌ㒂ࡱࡒࡢධ㢘ࢅ⏞ࡊུࡄࡱࡌࡡ࡚ࡴࡇᢆࡂࡓࡈ࠷ࠊ
ͤ
ࡻࡽኣࡂࡡ௺ᴏࡡⓑᵕུㅦ࡚ࡀࡾࡻ࠹ࠉཋ์࡛ࡊ࡙㸦ࢤ࣭ࢪ࠵ࡒࡽ  ♣  ྞᵕࡱ࡚ࡡ࠽⏞ࡊ㎰ࡲ࡛࠷ࡒ
ࡊࡱࡌࠊ
㸝 ྞࢅ㉰࠻ࡾሔྙࡢ࢞ࣔࣤࢬࣜᙽࡔ࠷࡛࠷ࡒࡊࡱࡌ㸞

受講申込書

ࠚ ࠈᕖᓧᕰᖶ༇ᇷᕖ⏣  ␊ᆀ 
ᕖᓧᕰ⏐ᴏᣲ⮾ఌ㤃ࠈ 㝭➠  ◂ಞᐄ
-5 ᕖᓧ㥈ཾけ࠾ࡼᚈṄ  ฦ
ா᛬ᕖᓧ㥈࠾ࡼᚈṄ  ฦ
۔ᙔఌ㤃ࡇฺ⏕ࡡ㝷ࡢࠉපභஹ㏳ᶭ㛭ࢅࡇฺ⏕ୖࡈ࠷ࠊ
ࠈࡱࡒࠉ࠽㌬࡚࠽㉲ࡊࡡ㝷ࡢࠉ㎾㝼ࡡ᭯ᩩ㥌㌬ሔࢅࡇฺ⏕ୖࡈ࠷ࠊ
⮤۔㌷㌬࡚࠽㉲ࡊࡡ᪁ࡢ㥌㍧ሔࢅࡇฺ⏕ୖࡈ࠷ࠊ
ࠈ
㸝 ྋ⛤ᗐࠉఌ㤃ࡇฺ⏕ࡡ᪁࡞㝀ࡽࡱࡌ㸞

1Rࠈዥᛮ࣭ࣛࢱ࣭◂ಞ

E-mail

E-mail

反社会的勢力でないことの確約について
ᙔ♣㸝ᙔᶭ㛭㸞ࡢࠉᬸງᅆ➴ࡡཬ♣ఌⓏເງ࡞ラᙔࡎࡍࠉ
ᚃ࡞࠽࠷࡙ࡵཬ♣ఌⓏເງ࡛ࡡ㛭౿ࢅᣚࡗណᛦ࠷ࡆ࡛ࢅ☔⣑ࡊࡱࡌࠊࡱࡒࠉ
ཬ♣ఌⓏເງ࡞ラᙔࡊࠉ
ࡵࡊࡂࡢᬸງⓏこị⾔Ⅵ➴࡞ラᙔࡌࡾ⾔Ⅵࢅࡊࡒࡆ࡛ึ᪺ࡊࡒሔྙ࡞ࡢ◂ಞࡡུㅦࢅ୯Ḿࡈࡿ࡙ࡵ␏㆗⏞ࡊ❟࡙ࢅ⾔࠷ࡱࡎࢆࠊ

