社内研修への講師ご派遣のご案内

本気で取り組む！ 本気で変える！

女性 活躍

推進プログラム

こんなお悩みありませんか？
女性活躍推進が
うまく進まない…

必要に
迫られているが、
何をどうすべきか、
よく分からない…

制度は
整っているものの、
女性自身の意識が
消極的…

女性社員の
モチベーションが
上がらない…

女性活躍推進がなかなか進まない原因

課題に対する解決策

社内で下記のような状態に直面されている人事・教育担当者の方。
女性がなかなか活躍できていない背景は様々で、
その企業に応じた対
応が必要です。
当本部では、抱えているお悩みに応じた研修プランでご対応させていた
だきます。

意思決定をする上層部の意識改革と女性自身の意識改革・実践力の
強化、
また、男性上司のマネジメントスキルを向上させ、貴社のダイバー
シティを推進します。
下記のような研修の他にも、働き方の見直し・産休育休復帰等に関する
お悩みも受け付けております。

お悩み１ 女性社員がすぐに辞めてしまう

【若手女性社員向け】
私らしく働くキャリアアップ研修

お悩み 2

女性社員のモチベーションが上がらない

お悩み 3

女性社員がリーダーや管理職になりたがらない
今の女性社員の意識を変えたい!背中を押したい！

【女性リーダー・管理職候補者向け】
女性リーダー養成研修

お悩み 4

女性管理職が上手に部下をマネジメントできない

【女性管理職向け】
成果を出す！女性管理職のための部下育成実践研修

お悩み 5

誰を女性管理職に選抜したらよいか分からない
どのように女性管理職を増やせばよいか分からない

【経営幹部・管理職・人事部門向け】
女性管理職の増やし方と登用のポイント

お悩み 6

男性管理職が女性社員のマネジメントに
苦労している
男性管理職を変えて組織風土を変えたい

【男性管理職、女性部下を持つ男性社員向け】
男性管理職の意識改革と指導力強化セミナー

公益財団法人 九州生産性本部

※下記カリキュラムは、
あくまでも一例です。事前ヒアリングを通して、貴社の課題・ご希望の内容・時間に合わせた研修カリキュラムをご提案いたします。

私らしく働くキャリア アップ 研 修（１日 ）
■若手女性社員にキャリアアップを目指してもらう。
■若手女性社員にも社内の問題を
「他人事」
ではなく自分の問題として捉えてもらう。

ねらい

■ライフイベント
（結婚･出産）
を考慮し長期的なキャリア目標を形成する。
■女性自身が自分の強み･弱みを認識し、
キャリアアップとワークライフバランスの在り方、
キャリアビジョンづくりを学ぶ。
で自分たちでは変えられない制度に不満を持つ･悩むのではなく、
自ら働きかけ、
自分
■職場環境（育児休暇･産休等）
から変わることにチャレンジするための意識改革を行う。
1 わたしが一番「私らしい時」、それはなぜ?

研修内容
（例）

5 私たちが越えなければならない壁
●モチベーションと健康管理
2 今の自分、今までの自分を振り返る
（私生活･仕事の振返り）
●結婚･出産をふまえたキャリア
●女性のキャリアプランとワークライフマネジメン
ト
●ス
トレスコントロール
●頑張った仕事で積んだキャリアの棚卸し、
今後の自分
の可能性、
将来を少しだけ描いてみる
6 ルーチンワークをやめ、
自ら仕事の枠を拡げる
●仕事の改善と工夫
3 自分の持ち味をきちんと認識する
●仕事の量、
質ともに上げる働き方とは
4 「自分らしく」働くために
●残業をしない!タイムマネジメン
トの重要性
●自己を理解すること、
他人を受容することの難しさ
7 まだまだ、
あなたにできることはたくさんある!
●相手を巻き込む表現力を身につける

女 性リーダー 養 成 研 修（１日 ）
■働く女性の現状を知り、女性リーダー･管理職候補者に期待される役割を正しく認識する。

ねらい

■自身の行動を振返ると共に女性にありがちな傾向を知り、
さらに強化する能力と具体的な実践法を学ぶ。
■会社側が本人に“期待している”ということを認識してらう。
■自信を持って女性リーダー、管理職に挑んでもらえるようマインド面とスキル面を磨き、躊躇している女性に
「私にもできそう!」
「やってみよう!」
と背中を後押しする。

研修内容
（例）

1 女性の生き方はバラエティーに富んでいる
●急激な環境変化とキャリアを阻む原因
●モチベーションとス
トレスコントロール
●結婚･出産を踏まえたキャリア
●私だけの“戦略的キャリアデザイン”を考える
2 「ベテラン女性社員」
だからこその存在価値
●“自分”を活かしていますか?~女性の特性･心理、
強みと弱み~
●職場が女性リーダーに期待する役割とは
●女性が陥りがちな傾向と強化してほしいスキル
●管理職にチャレンジできる人と、
できない人の差を考える

3 自己のコミュニケーション力を分析する
●コミュニケーションは“回数と質”で決まる!
●職場での行動を振返る/自分のと
りやすい行動を把握する
●相手を巻き込みながら業務を進めるために必要なスキルとは
4 業務効率をアップさせるチームコミュニケーションと“仕事力”
●仕事の量、
質ともに上げるコミュニケーション力と働き方を身
につける
●受け身の姿勢ではなく、
自ら仕事を取りに行く!
●“思い込み”が業務効率を悪くする!
●リーダー的仕事の優先順位
●結果が出る!仕事と人間関係のリーダーシップ
●後輩指導のコツと指導ポイン
ト/上司補佐のポイント

成果を出す！女性管理職のための部下育成実践研修（１日、
または２日）
■なぜ、女性管理職が必要なのかを認識する。

ねらい

■自分の能力の把握と棚卸しをする。
■女性管理職に求められる
「変化対応力」
と
「マネジメント能力」
を身につける。
■女性管理職を育成し、働き方の改革（残業なし、
かつ勤務時間内で成果を上げるマネジメント術、家庭重視、
プライベートの充実等）
を担ってもらう。

研修内容
（例）

1 なぜ、女性管理職が期待されているのかを考える
●管理職になれる人と、
そうでない人の差は?
●今までに憧れた上司の特徴、
共通点を見つける
●管理職そのものの働き方を変える!
●勤務時間内で成果を上げるためのスキルとは
2 環境変化を機会と捉える
●自身の環境変化対応力診断
●自身に不足していることを認識し、
どう行動に移すか
3 部下の何をマネジメントするのか?
●管理サイクル−PDCAの再確認
●管理職として求められる能力とは
●自己課題を発見する

4 部下管理における管理職としての支援の在り方
●部下の状況把握と観察、
自身のリーダーシップスタイルの把握
●会議を想定した場面での情報共有化、
積極性、
リーダーシップ等の体験学習
●デスクワークを想定した場面での仕事の計画性、
問題分析力、
判断力、意思決定力等の体験学習
●部下の指導面での説得力、
感受性、
傾聴力等の体験学習
●部下･後輩のやる気を引き出す指導のポイン
ト
●状況に応じたリーダーシップのと
り方
●定時で帰るためのチームマネジメン
ト術
5 自身のメンタルケアと部下のストレスのサインを知る

男 性 管 理 職 の 意 識 改 革と指 導 力 強 化 セミナー（１日 ）
■男性管理職を変えて、職場風土を変える

ねらい

研修内容
（例）

■男女間の仕事観の違いや価値観の違いを理解する。
■女性社員の特性を活かし、戦力化するためのマネジメントと育成法を習得する。
1 女性活躍・職場改革のカギは、
現場管理職であるあなた！ 3 今、女性部下が求めている上司像とは
●女性だから特別に
●部下本位のマネジメン
「気を遣う」
「怒れない」
「言えない」
トとは?
「話しかけれない」
…なぜ？
●上司がかかわり指導する
●
「女性に優しくすれば上手くいく」
時代ではない !
●女性へのほめ方、
叱り方、
そのタイミング
過去の固定概念を払拭する
●女性にも男性同様に成長の機会を与える
●ロールモデルの不在、
キャリアパスの指示、多様な雇用形態他
●実践!女性を育てられる上司になるための
●ライフイベン
トと女性のキャリア観を知る ●成功事例の紹介
コミュニケーション術
●上司であるあなたの
「本気度」
も試されている !
2 女性の特性を発揮させる
「女性のマネジメントと育成法」
●今までの部下とのかかわり方を振り返る

●男女の思考の違いと仕事におけるプラスマイナス
●女性の意見の影響力

●男性にはない女性の能力を発揮させる方法

●女性に不足している視野や能力の支援のしかた

●
「女性に優しく」
の発想を捨て、
「女性を鍛える」
覚悟をもつ

4 女性を戦力化するために
●男性上司の心得
●各種社内制度の見直し
●全社的なサポート体制づく
り

5 女性にこだわらず、
部下の能力を最大限に発揮させる

女 性 管 理 職 の 増 やし方と登 用 の ポイント（ 半 日 ）
■誰を管理職に登用すればよいのか?誰を管理職予備軍にするのか?対象がいない場合は?等のポイントを学ぶ。

ねらい

■どのように女性管理職を増やしていくのか? 等のポイントを学ぶ。
「誰を」
「どこに」配置するのかを学び、組織全体を底上げできるよう、“戦略的な人事”
■女性だけでなく、男性も含めた
に変えていく。
1 「昇進意欲」
に対する自社の男女の意識差を確認する

研修内容
（例）

2 実は採用時に始まっている!将来の管理職候補選抜
●女性の採用状況と新卒採用における女性比率の設定
●採用拡大に向けて企業は何をすべきか
●採用時から
「期待」
を伝える
●既存社員を見極める選抜のポイン
ト~年齢、属性、外部環境~
●選抜対象は総合職だけではない
~非正規社員、
一般職からも開ける道をつくる~
●女性管理職候補層の育成プログラム
●選抜社員、
選抜されなかった社員の確執を防ぐ
●選抜されなかった社員に準備したいセカン
ドチャンス
~ライフイベントに左右される女性の管理職志向への対応~

3 女性管理職の割合を高めるために必要なこと
●本人に機会を与えるだけでは成功しない !
●経営ト
ップの本気度が成否を左右する
●時間的な制約があっても管理職を目指せる制度を整える
●
「誰を」
「どこに」
配置するか
●登用の成功例･失敗例

①キャリアの延長線上に用意されにくい女性管理職ポスト
~男性とのちがい~
②いきなりのスターポジションは有りか?
③足を引っ張るのは誰?登用失敗を回避する協力者育成
の必要性
④女性管理職を歓迎する部下、
しない部下への対応

4 登用で終わらず、継続的に充実したフォロー体制を

講師紹介

料金体系
メイン
講師

マネジメントサポートグループ 代表

古 谷 治 子氏

全国のシンクタンクを中心に4,000回以上の登壇を誇るCS教育の第一
人者。東京放送、中国新聞社での実務経験を経て、人材育成コンサルタ
ントとして独立。1993年設立の㈱マネジメントサポートは24期目を迎える
他、3つの会社経営を手がけ、常に経営者の視点から組織向上、業績
アップを目指した実践的な指導を行う。多彩な切り口で展開する研修は、
経営者としての実体験、
マネジメントの現場感覚を盛り込み、企業の代弁
者として現場を活性化させると評価を博している。手がける研修は、個人ス
キルの向上から企業団体の組織風土醸成、CSマナー、
クレーム対応強
化など多彩。社会の動向をふまえた女性リーダー意識･行動改革･管理者
養成にも注力する他、後進の育成とビジネス教育コンテンツの振興に寄
与する
「日本講師協会」
を設立し、
日本の講師界を牽引。

※当本部賛助会員企業
１日研修の場合、25万円
（税抜）
〜
※未会員企業
１日研修の場合、33万円
（税抜）
〜
・講師の交通費、宿泊が発生する場合の費用は
別途実費をご負担いただきます。
・テキスト、資料、報告書等の作成、印刷が必要な
場合は実費をご負担いただきます。
・ご派遣する地域が福岡市を基点として遠方にな
る場合や、受講人数により割り増しすることがあり
ます。

漠然としたお悩み、疑問、
ご要望で構いません。
まずは、お気軽にご相談ください。

公益財団法人 九州生産性本部
問合せ先

担当：河合・松田

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通２-１-８２ 電気ビル共創館６階

TEL

092-771-6481

URL http://qpc.or.jp/

FAX

092-771-6490

e-mail support@qpc.or.jp

