2022年 社員教育10選₊α
「ビジネスの基礎体力 学び直し」

アフターコロナを生き抜く“社員力”を磨く
～時代が求める変化対応力と問題解決力を体系的に習得！～

人が輝き、会社が変わる！

Attax Human Consulting

なぜ、今この１０選＋αなのか
アフターコロナを生き抜くための
“社員力”を磨く教育を提案します。

２０２２年、企業が「アフターコロナ」を生き抜くための最大の競争戦略は、

「社員教育」であるといっても過言ではありません。今こそ新しい時代に適合する
ための教育投資に、企業は真剣に取り組まなくてはなりません。
これからの学習行動で必要なキーワードは、次の３つです。

「アンラーニング（学習棄却）」
「リフレクション（振返り）」
「リスキリング（学び直し）」
これらを、社員教育にビルトインしてい
いくことで、効果の高い教育を実行する
ことができます。
是非とも、本プログラムを新年度の社
員教育計画の立案にお役立てください。

■環境変化・課題に対応した「社員教育10選＋α」のテーマ
＜環境変化・課題＞
 「働き⽅改⾰」法令強化

＜10選＋αのテーマ＞
→
→

生産性向上・タイムマジメント・業務改善

→
→

会社の数字を活⽤した現場の問題解決と収益⼒UP
会社の数字を活⽤した現場の問題解決と収益⼒UP

 「部下の成⻑加速」急務

→
→

１on１コーチング、面談スキル

 「成果重視型」へのシフト

→
→

上司の目標設定⼒向上、評価者スキルの向上

 「パワハラ防⽌法」施⾏

→
→

職場の人間関係改善、アサーティブコミュニケーション

 「新卒・中途社員」教育不⾜

→
→

基本動作、マナーと躾、報連相、キャリア形成

→
→

時短でも成果を上げる仕事術・男性社員の育児マインドセット
時短でも成果を上げる仕事術・男性社員の育児マインドセット

「現場マネジメント」⾼度化

「⼥性活躍推進」
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 2022年度

教育のポイント

【階層別 教育の目的・効果】
社員教育の鉄則は「適切な⼈に適切な教育を実施する」ことです。
今の時代だからこそ求められる教育の目的、ならびに「教育10選＋α」から得られる効果をまとめました。

幹部・管理職


目

的



効

果

トップの指示を待たずとも、強いリーダーシップで自部門を運営し、
成果を上げ、持続的に部下を育成・動機付けできる人財の育成
•
•
•

対象・状況に応じた臨機応変なリーダーシップの発揮
外部環境の変化に合わせ最適な目標を設定し、評価するスキルの習得
部下や場面に合わせた育成法、コミュニケーション法の習得

リーダー・中堅社員


目

的



効

果

豊富な経験と専門性を活かし成果を上げ続けると共に、上司のサポート、
後輩のフォローも率先して⾏う、チームをけん引できる人財の育成

•
•
•

“成果を上げ続ける”仕事の進め⽅・段取り⼒の習得
更なる成果に向け、上司に貢献・提⾔できるフォロワーシップの発揮
自身でモチベーションを維持・向上し続けるマインドセットの形成

若⼿社員・新人


目

的



効

果

任された仕事に対して上司や同僚と円滑に報連相を⾏い、かつ積極的に
サポートを取り付けながら確実にやり遂げる人財の育成

•
•
•

ビジネスマナーの再点検とレベルアップ
“もう迷わない・悩まない”オンライン時代の報連相スキルの習得
“相手を巻き込む”ビジネスコミュニケーションの土台形成
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 「教育10選＋α」プログラム

【階層・テーマ別一覧】
「教育10選+α」のプログラムを階層・テーマ別に区分し以下にまとめました。
貴社の教育課題にあわせてご選択ください。

幹部・管理職

リーダー・中堅社員

目標管理・評価制
度の運⽤強化

人事制度運⽤強化のための
目標設定⼒と評価の仕⽅

業績数字の⾒⽅と
活⽤法・
収益改善の考え⽅

会社の数字を活⽤した現場の問題解決と収益⼒UP

部下育成・指導法

若⼿社員・新人

｢ティーチング｣｢コーチング｣の
違い 上司の任せる技術

部下を伸ばす“1on1コミュニケーション”の極意
メンタル不全
（0次予防）
コミュニケーショ
ンスキル

メンタル不全のない職場づくりのためのアサーションスキル

上司を安心させる“報連相” の極意

マナー・報連相・
仕事の進め⽅

2022年度（４⽉）
ハラスメント法
中小企業適⽤・
キャリア形成

残業削減・成果獲得
タイムマネジメント

徹底訓練

ビジネスの土台となる礼
儀・躾・マナー

会社と個人を守るハラスメント防⽌の考え⽅・判例集
キャリア形成の考え⽅・仕事における幸福論
ワーママのための時短でも成果を上げる仕事術

2022年度
育児休業法改正
（4⽉・10⽉）

男性社員のための家庭と仕事の両⽴マインドセット
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 研修プログラム

【料⾦目安・セミナー詳細】
「教育10選＋α」は終日開催・半日開催、オンライン開催・対面開催と貴社ご要望に合わせて柔軟に設計
が可能です。以下に開催時間ごとの料⾦の目安をまとめておりますので、参考にしていただき、検討にお役
⽴てください。また「教育10選+α」の各セミナー詳細も掲載しております。併せてご確認ください。

講師派遣料

時間

⼈数

費用（目安）

1.5時間

10名〜上限無し

25万円〜

３時間

10名〜25名上限

35万円〜

６時間

10名〜25名上限

55万円〜

形式

対面集合形式、オンライ
ン形式
いずれも対応可

※対象⼈数、回数、テキストのカスタマイズご要望をヒアリングした上で正式な講師派遣料を提⽰させて頂きます。

幹部・管理職

人事制度運⽤強化のための目標設定⼒と評価の仕⽅
プログラム

⼈事制度を正しく運用するためには、上司が制度
を理解し、運用できなくてはなりません。働き⽅
改革のなかで、部下の仕事の成果を測定するため
には、運用⽅法を⾒直し、改めて目標設定の考え
⽅を学び、正しい評価ができるよう訓練すること
が必要です。今こそ必要な教育プログラムです。

幹部・管理職



⼈事制度の運用に必要な知識・考え⽅



良い目標設定・悪い目標設定



目標設定「スマートの法則」とは︖



評価の目的と活用⽅法



評価者が陥るエラーと対処法

リーダー・中堅

会社の数字を活⽤した現場の問題解決と収益⼒UP
プログラム

企業の活動はすべて数字に置き換わります。
毎日の活動の総計が「決算書」になって表現され
ます。会社の数字を活用し、そこから現場の問題
解決の糸⼝をつかむには、⼀定の財務知識が必要
です。財務会計と管理会計の基礎を通じて経営を
数字で語れる、組み⽴てられるための教育プログ
ラムです。
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会社の数字基礎知識



B／S、P／L、C／F（財務三表）構造



社⻑の責任数字と管理職の責任数字



変動損益計算書と損益分岐点分析



ケーキ屋さんの経営から数字を組み⽴てる

 セミナー詳細
幹部・管理職

リーダー・中堅

「ティーチング」「コーチング」の違い 上司の任せる技術
プログラム

上司の重要な仕事である部下指導。しかし、多くの
上司、先輩がどのように仕事を任せたらいいのか悩
んでいます。このプログラムでは、「与えるティー
チング」「引き出すコーチング」の考え⽅を学び、
相手のレベルにあった仕事の任せ⽅を学びます。ベ
テラン上司にこそ学んで欲しいプログラムです。

幹部・管理職



部下・後輩のタイプを知る



指⽰命令に任せる技術がある



教える技術「ティーチング」とは︖



引き出す技術「コーチング」とは︖



トークスクリプトで学ぶ面談の仕⽅

リーダー・中堅

部下を伸ばす“1on1コミュニケーション”の極意
プログラム

Zoomなどの活用により業務効率化が進んでいる昨今、
⼀⽅ではコミュニケーション不⾜による⽣産性の低下
が叫ばれています。そんな現代における処⽅箋が
「1on1ミーティング」です。概要・スキルを学び、
習得するプログラムです。

幹部・管理職



1on1ミーティングとは



1on1実施者に必要な4つのスキル



1on1実施者としてコミュニケーション⼒を⾼
める

リーダー・中堅

若⼿・新人

メンタルヘルス不全（0次予防）のためのコミュニケーションスキル
プログラム

労働者の悩み、心の病の原因の上位が、職場の対⼈
関係です。その原因は、ものの⾔い⽅、伝え⽅、頼
み⽅が影響しています。アサーションスキルは、す
べての階層に必要なビジネススキルです。
率直に、かつ相手の⽴場を尊重した話し⽅ができる
と、関係は良好になります。⾔葉で損をしないため
のスキルです。

リーダー・中堅



アサーションとは何か︖



攻撃的、服従的、アサーティブ︖



ものの⾔い⽅伝え⽅で、結果が変わる



代替案で相手の要求に応える



対⼈関係スキルを磨くと職場が変わる

若⼿・新人

上司を安心させる“報連相” の極意 徹底訓練
プログラム

残業削減やリモートワークの導入により、報連相の
難易度が益々上がっています。報連相は⽣産性向上
において不可⽋です。本講座は、報連相を⾏う上で
のポイント、必要な考え⽅やスキルを学び、すぐに
現場で活かすことを目的としたプログラムです。
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なぜ報連相がうまくいかないのか︖



仕事の指⽰の受け⽅、相談・報告の仕⽅



報連相ケーススタディ

 セミナー詳細
リーダー・中堅

残業削減と成果を獲得するためのタイムマネジメント
残業削減や⼈手不⾜により、⽣産性の向上に悩まれて
いるチームが増えています。本講座は、社員⼀⼈が効
率性を⾼め、成果創出へと焦点を絞る「タイムマネジ
メント」の基本を知り、スキルを訓練するプログラム
であり、現代における必修テーマです。

プログラム



仕事の優先順位の付け⽅



タスク分解とスケジューリング



報連相と経験学習

若⼿・新人

ビジネスの土台となる礼儀・躾・マナー
プログラム

ビジネスの基本動作を学ぶことができるプログラム
です。⼀度習慣化された⾏動を変えることは難しく、
礼儀や躾は仕事⼈⽣の成果をも左右する⼤切な基礎
教育です。新入社員研修を受講できなかった⽅、中
途入社であってもビジネスの基本動作を学んでこな
かった⽅向けのプログラムです。

幹部・管理職



仕事で通用する礼儀・躾・マナーとは



声、⾔葉、表情で損をしない魅せ⽅



挨拶・返事・お辞儀の基本とコツ



多くの⼈が間違えている⾔葉遣い



気配り名刺交換・電話応対で評判UP

若⼿・新人

リーダー・中堅

会社と個人を守るハラスメント防⽌の考え⽅と判例集
プログラム

職場のハラスメントに関する問題は、年々深刻化・複
雑化しています。CSRやコンプライアンスの観点から
も問題の未然防⽌や適切な対処が必要です。本講座は
管理職として部下を持つ皆さんが基礎知識を学び、予
防や対処について考え、現場に活かすことを目的とし
たプログラムです。

リーダー・中堅



ヒトをとりまく環境変化と重要判例



ケースから⾒るハラスメントへの対応



問題の未然防⽌のポイント

若⼿・新人

キャリア形成の考え⽅・仕事における幸福論
プログラム

仕事⼈⽣が⻑期化し、これまでの会社に依存した
キャリア形成では、幸せになれない時代になりまし
た。自己責任で仕事⼈⽣を選択し形成していくため
に、どのような考え⽅が必要かを学びます。何度も
訪れるキャリアの危機をいかに乗り切るか。現代だ
からこそ学び、考えるべきプログラムです。
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プロフェッショナルとアマチュアの違い



仕事の本質をとらえているか



波乗り戦略、⼭登り戦略、あなたは︖



計画的偶発性理論とは︖



仕事で⼤切にしたい価値観と自己責任

 社員教育10選＋α ３つの特徴
 特徴１

研修プログラムはカスタマイズ可能

研修プログラムは、貴社の教育課題をヒアリングした上で、カスタムメイドで設計します。教育形
式（集合型・on-line型）、時間数、回数を最も効果の⾼い⽅法でご提案します。

 特徴２

講師は、経験豊富な現場主義コンサルタント

講師は30代〜50代と幅広く、テーマごとに最も経験値の⾼い講師をアサインします。講師はすべて
現場主義のコンサルタント。知識と理論だけでなく、ケーススタディーを通じて「考える」「まと
める」「伝える」を鍛えます。

 特徴３

事前（Plan）-研修（Do）-事後課題（Check-Act）

Ｐ-Ｄ-Ｃ-Ａ（マネジメントサイクル）を回して、学習効果を最⼤限に⾼めます。事前の準備で課題
を喚起。教育後は事後の取組み課題を設定して、確実な⾏動変容を促します。事前₋事後の設計と実
⾏を丁寧にサポートします。

 問合せ〜実施までの流れ
メール・電話・問合せ
無 料

下記までお問合せください。無料相談を承り
ます。

有 料

訪問・webヒアリング

訪問又はwebにて貴社の教育ニーズをヒアリン
グ、対象やテーマを絞り込みます。

プログラム設計・提案

形式、時間数、日数、プログラム構成等、最適
なプログラムをカスタマイズしてご提案します。

研修実施・事後報告会

研修の事前準備（Plan）、研修当日（Do）、研
修後の効果検証（Check-Act）、研修報告会実
施すべてに講師が伴走します。

株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
TEL ： 052-586-8842 （受付：平日9時～17時30分）

北村 信貴子

永田 健二

伊藤 真依

吉崎 英利

嶋津 紘太
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