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ビジネスパーソンの基本スキル研修 年間プログラム

主催：
名古屋中小企業投資育成株式会社
有限責任監査法人トーマツ

「企業の競争力は人材で決まる」と言われるように、人材の獲得と育成が重要な経営課題になっております。

昨年に引き続き、名古屋中小企業投資育成株式会社、有限責任監査法人トーマツは、北陸の中堅中小企業・ベンチャー

企業の人材育成を支援するため、共同開催で研修講座を企画致しました。首都圏や中京地区で多くの方に受講していただい

ている人気講座を厳選し、高品質な研修を北陸地区でも開催致します。

ビジネスパーソンに求められるスキルアップのための年間プログラムを計画しておりますので、是非、貴社の人材育成にご

活用ください。多数のご参加をお待ちしております。

■主催2社のご紹介

名古屋中小企業投資育成株式会社

中小企業投資育成株式会社とは、中小企業投資育成株式会社法（昭和38年6月10日法律101号）に基づいて設立された、

国の政策実施機関です。成長志向のベンチャー企業、中小・中堅企業に長期安定資金を提供し、自己資本の充実とともに経
営の安定化や企業成長を支援致しております。
昭和38年の事業開始以来、東京・大阪の姉妹会社を含めて全国で5,000社以上、名古屋投資育成会社で1,000社以上の
企業にご利用いただいております。その中から全国で200社余り、名古屋投資育成会社で44社の企業が株式上場を果たされ

ました。投資育成会社は、企業成長支援・株式上場支援に関するノウハウを基に、企業経営の良きパートナーとしてバック
アップしています。

有限責任監査法人トーマツ
デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）の

メンバーファームおよびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイ
ト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人およびDT弁護士法人を含む）の総称です。
デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用
法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約40都市
に約9,400名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライア
ントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（ www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。
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■年間スケジュール

※各セミナーとも、開始時間の30分前より、受付を開始いたします。
※会場案内図は、別ページをご参照ください。
※研修室につきましては、受講のお申込みを頂いた後に、別途ご案内いたします。

回 日 程 講義内容
定員

（最少開催人数）
料金 会場

第1回
2017年5月18日（木）

10:00～17:00

中小企業のための原価計算・

原価管理基礎

30名

（6名）
21,600円（税込） 金沢勤労者プラザ

第2回
2017年6月22日（木）

10:00～17:00
係長・主任研修

30名

（6名）
21,600円（税込） 金沢勤労者プラザ

第3回
2017年7月19日（水）

13:00～17:00
取締役研修

30名

（6名）
10,800円（税込） 金沢勤労者プラザ

第4回
2017年7月20日（木）

10:00～17:00

自ら考え行動できる若手リーダー

に必須の「問題解決力」を鍛える

30名

（6名）
21,600円（税込） 金沢勤労者プラザ

第5回
2017年8月30日（水）

13:00～17:00
コミュニケーションスキル

30名

（6名）
10,800円（税込）

石川県地場産業振興

センター

第6回
2017年10月25日（水）

13:00～17:00
ロジカルシンキング

30名

（6名）
10,800円（税込）

石川県地場産業振興

センター

第7回
2017年11月28日（火）

10:00～17:00
部長・課長研修

30名

（6名）
21,600円（税込） 金沢勤労者プラザ

第8回
2018年1月24日（木）

13:00～17:00
ビジネスライティング

30名

（6名）
10,800円（税込）

石川県地場産業振興

センター
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■各回の詳細 （1/2）

第1回 「中小企業のための原価計算・原価管理基礎」

日時 2017年5月18日（木） 10:00～17:00

対象 生産管理・原価管理部門の経営幹部並びに管理者

講師 (有)鈴木経営コンサルタント事務所 中小企業診断士 鈴木 淳

内容

製造業では「工場での本当の原価がわからなければ何もできない」と言われます。見積り時の価格設定や個別製品の収益

管理を始めとし、製品群毎の得意・不得意、さらには顧客別の利益貢献度の把握による自社の方向性の決定など、これらの

判断には「本当の原価」を常に計算し、それを管理することが不可欠です。また、投資の意思決定に必要な情報として、工場

別・ライン別損益の把握も必要です。

今回の原価計算・原価管理基礎研修は、製造業の経営幹部・管理者を対象として、今後各社の原価管理体制の構築に向

けて、その基本的考え方から計算方法まで、さらには工程改善によるコストダウン手法について、他社事例や演習を通じて

具体的に学んでいただきます。

第2回 「係長・主任研修」

日時 2017年6月22日（木） 10:00～17:00

対象 係長・主任等のリーダー・管理職およびその候補の方

講師 投育総研 取締役社長 山口 靖雄

内容

本研修は、自身の業務を遂行・拡充する役割に加え、部門業績責任者、部門活性化推進者として、率先して行動する役割

を期待されている方を対象にしています。本研修では、こうした役割を担うために、リーダー・管理職としての基本を確認する

とともに、職場で遭遇する様々な場面における実践的な対応の仕方について、自身の振り返りとグループでの意見交換を通

じて、「分かる」から「実践する」に高めていきます。

第3回 「取締役研修」

日時 2017年7月19日（水）13:00～17:00

対象 新任取締役、執行役員、取締役、経営幹部（取締役候補の方）

講師 ㈱タナベ経営 中部本部 本部長 槇本 康範

内容

激変する厳しい経営環境の中で、取締役は、従業員とは異なる重い責務を負っており、経営を任されるプロの役員として法

令等を遵守し、会社の持続的発展を担う役割発揮が求められています。

本研修は、取締役の法的地位と義務・責任および取締役としての心構え・果たすべき役割などの基本事項に加え、持続的

発展をするために「展開力」（業績展開力、事業展開力、組織展開力）を強化し、経営陣の一員・経営のプロとしての自覚を

高めることを目的としています。

第4回 「自ら考え行動できる若手リーダーに必須の「問題解決力」を鍛える」

日時 2017年7月20日（木）10:00～17:00

対象 若手リーダー・リーダー候補・中堅社員（40歳ぐらいまで）

講師 EMIコンサルティング 代表 経営コンサルタント 福井 充雄

内容

現状に満足することなく、職場の問題点を見出し、向上心を持って解決策を考え行動できる「問題解決型リーダー」が求め

られています。

本セミナーでは、若手リーダー・リーダー候補・中堅社員を対象に、「問題解決力」の必要性の認識と問題解決の技術、職

場での実践法を、事例の紹介と講習をまじえて、わかりやすくご指導いたします。
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■各回の詳細 （2/2）

第5回 「コミュニケーションスキル」

日時 2017年8月30日（水） 13:00～17:00

対象 若手・中堅社員の方

講師 有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 井波 拓郎

内容

社内での会議、上司への報告、部下への指示、お客様への説明など、ビジネスでは様々な場面で、相手に「伝わる」話し方

が求められます。また、相手の話をしっかり聴き、本音を引き出す力は仕事を進める上で必須の能力です。

本セミナーでは、仕事の中で話す場面を具体的に想定しながら、「話す力」を向上させるためのノウハウ、また、仕事の中で

聴く場面を具体的に想定しながら、「聴く力」を向上させるためのノウハウをお伝えします。

話の内容や構成を考えるワークショップや、話し方、聴き方をチェックするロールプレイングなど、実践的な内容を行っていた

だきます。

第6回 「ロジカルシンキング」

日時 2017年10月25日（水） 13:00～17:00

対象 若手・中堅社員の方

講師 有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 井波 拓郎

内容

ロジカル・シンキングは、ビジネスパーソンにとって必須のスキルです。ロジカル・シンキングが身についてはじめて、わかり

やすいプレゼンができ、わかりやすい文章が書けると言っても過言ではありません。本セミナーでは、習得するためのコツを

初心者にもわかりやすいようにお伝えし、実践に結びつけていただくためのワークショップを行います。

第7回 「部長・課長研修」

日時 2017年11月28日（火） 10:00～17:00

対象 すべての部門の部長・課長およびその候補者の方

講師 投育総研 取締役社長 山口 靖雄

内容

部長・課長は、会社の経営方針・目標を明示・浸透させ、部下のモチベーションと能力向上を図りつつ、組織力を結集して

会社目標を達成する責務を負っています。

本研修では、経営者の視点で部長・課長に期待される役割とあるべき姿を再確認し、部門を統括、牽引していく人材を養成

します。

第8回 「ビジネスライティング」

日時 2018年1月24日（木） 13:00～17:00

対象 若手・中堅社員の方

講師 有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 井波 拓郎

内容

ビジネスパーソンが身につけるべき基本的かつ重要なスキルは文章力です。ビジネスの現場では、文章で効率的に相手

とコミュニケーションをとることが求められます。本セミナーでは、相手が必要とする情報を明確にし、その情報を正確で分か

りやすい文章とするルールやポイントをお伝えいたします。分かりにくい文章がいかに読みにくく、相手に負担をかけている

かを知り、分かりやすい文章を書く必要性を感じていただきます。
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■お申込み方法

【WEBでのお申込み】

下記のURLにアクセスしてお申込みください。
https://www2．deloitte．com/jp/semi3722

※本セミナー申込に際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。
ご記入いただく内容は、SSL暗号化通信により内容の保護を図っております。

お申込みが完了しましたら、システムより自動配信にて「申込完了」メールをお送りいたします。
また、開催１週間前までに、マイページのご案内メールを送信いたしますので、マイページURLよりシステムに
ログインし、「受講票」をダウンロードしプリントアウトしたものを、セミナー当日、会場受付にてご提出ください。

【お申込み期限】
各回のお申し込み期限は、各回開催日の2週間前までとさせていただきます。
また、定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。
なお、お申し込み人数が最少開催人数に達しない場合には、やむを得ず開催を中止させていただくことがございます。

【ご請求について】
ご請求書をお申込み後に郵送にてお送りいたします。
銀行振込にてお願いし、銀行による振込金受領証をもって領収書に替えさせていただきます。
なお、キャンセル期限は、開催日の3日前（17:00）までとさせていただいております。
期限を過ぎてからのキャンセルの場合、全額ご請求させていただきますので、予めご了承ください。

【当日ご持参いただくもの】
受講票、名刺、筆記用具、その他 各回で必要なもの

■問い合わせ先

有限責任監査法人トーマツ セミナー事務局 担当：髙山

〒910-0005 福井県福井市大手2-7-15 明治安田生命福井ビル

Tel： 0776-28-6701 ／ Fax： 0776-28-6702

名古屋中小企業投資育成株式会社 担当：岩瀬、水谷

Tel： 052-581-9545  ／ Fax： 052-583-8501

https://www2.deloitte.com/jp/semi3722
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■会場

金沢勤労者プラザ

住所：石川県金沢市北安江3-2-20

TEL：076-221-7771

※有料駐車場あり（190台収容）

石川県地場産業振興センター

住所：石川県金沢市鞍月2丁目1番地

TEL：076-268-2010

※無料駐車場あり

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそ

のグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会

社、デロイト トーマツ税理士法人およびDT弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナル

グループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供して

います。また、国内約40都市に約9,400名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクラ

イアントとしています。詳細はデロイト トーマツグループWebサイト（www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を

構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の

組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitteのメンバーファームによるグローバルネット

ワークの詳細は www.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。
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