ビジネス
ビジネス脳力開発 研修（（基礎）
〜

社会人としての「知識」
「マナー」
「行動」
「思考」
「目標設定」を学ぶ 3 日間 〜

日程 2015 年 4 月 15（水）〜17 日（金）
会場

あえるばセミナールーム東京

※以前ご案内していた日程（
※以前ご案内していた日程（13 日〜15 日）から変更になっております。
研修の特徴

１．組織で求められる常識、
、マナー、思考力、行動力、帰属意識を育てる
思考力、行動力、帰属意識を育てる
２．「過去⇒現在⇒未来」と進み、
と進み、
「知識⇔常識⇔脳力」を「知る・書く
書く・話す・整理する」
をくり返して行動につなげる
行動につなげるハイブリッド型研修
３．やりっぱなしにしないフォローあり
本研修には、これら 3 つの要素すべてが含まれており、
つの要素すべてが含まれており、時系列で常識と脳力をとらえ、
時系列で常識と脳力をとらえ、

『組織の一員として自ら考え、
自ら考え、現場で動ける社員
現場で動ける社員』を育成するためのプログラムとなっています。

コンセプト
この研修は一般社員研修です。ビジネスの現場では当たり前の常識
ビジネスの現場では当たり前の常識やマナーといった基

意思、目標
常識・マナー
専門知識
帰属意識
性格
動因

礎的要件のインプットとあわせて、将来組織の中で自ら能動的に考えて動くための脳
組織の中で自ら能動的に考えて動くための脳の
力（脳力）を総合的に育てることが目的です。組織論（リーダーシップ）
を総合的に育てることが目的です。組織論（リーダーシップ）、人材教育、
メンタルケアまでを個人の過去から組織の未来まで
個人の過去から組織の未来までの広い視点で、人と組織を総合的に
つないでいく内容となっています。理屈だけではない。やる気だけでもない。思考、行
。理屈だけではない。やる気だけでもない。思考、行
動、感情、結果を結び付けて活躍できる人財育てをお手伝い
動、感情、結果を結び付けて活躍できる人財育てをお手伝いします。

◆ねらい

◆期待できる
期待できる効果

脳力開発の生活基盤と具体的な生活行動の習得
脳力開発の生活基盤と具体的な生活行動の習得。意

あいさつの向上、報告・連絡・相談実行力の
報告・連絡・相談実行力の

識、性格、生き方もそれは脳力にあることを前提に自
生き方もそれは脳力にあることを前提に自

向上、視野が広がる、
視野が広がる、発想力、思考力、分析

分自身の見直しを中核に具体的な脳力開発の方法と

力、自己分析力、計画力、行動力、目的意識
計画力、行動力、目的意識

生活管理を学ぶ。

向上など

プログラム
※進行状況等により一部変更になる場合があります
があります

1 日目
13：00
14：30

16：30
17：30
18：00

 オリエンテーション
 講義「社会の変化と脳力開発」
 講義「企業が求める人材と自己
開発」
 自己理解（アセスメント）
 グループ討議
 まとめ
 終了

2 日目
10:00
12:00
13:00
15:00
16:30
17:30
18:00









自己分析・レポート
昼食
面接（1 回目）
講義「職場の基本行動」
面接（2 回目）
まとめ
終了

3 日目
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00






講義「キャリアアップ」
行動計画作成
昼食
講 義「 コミ ュニ ケー ショ
ン」
 面接（3 回目）
 閉講式、総括
 終了
〜 解散

開催概要
日

程

4 月 15〜17 日（水・木・金）

対

象

新入社員〜若手一般社員

定 員

あえるばセミナールーム東京
会

場

＜アクセス＞
・ＪＲ中央総武線
・地下鉄
・地下鉄東西線

8名

（〒102-0072 千代田区飯田橋 4-4-8 朝日ビル 402）

飯田橋駅東口より徒歩 3 分
飯田橋駅出口 A2 より徒歩 3 分
飯田橋駅出口 A5 より徒歩 3 分

140,400 円（130,000 円＋消費税 8%）
＜料金に含まれるもの＞
①受講料・教材費 ②食事 2 回

受講料

フォロー

申し込みの流れ

（2 日目）昼 （3 日目）昼

③修了後 3 ヶ月間のフォロー

◆宿泊はついておりません。遠方からお越しで必要な方は、近隣施設をご自身
で手配をお願い申し上げます。下記は近隣施設の参考です。
■ホテルメトロポリタン エドモント（会場から徒歩約 5 分）
■ホテルグランドパレス（会場から徒歩約 12 分）
■東京グリーンホテル後楽園（水道橋より飯田橋駅まで移動し徒歩 8 分）
■東京ドームホテル（水道橋より飯田橋駅まで移動し徒歩 8 分）

本研修の修了日から 3 ヶ月間、電話やメール等による直接相談、行動計画実
践のフォローをさせていただくことにより、その場限りの学びや気付きに終
わらせず、継続して身に付けていただくことを目的としています。
① 別紙「申込書」に必要事項を記入の上、当社までお送りください
↓
② 当社より研修の詳細、お支払方法をお知らせいたします。
↓
③ 指定日までに参加費をお支払いください。
※お振り込み確認をもって正式なお申し込み完了とさせていただきます。
↓
④ 当日会場にお越しください。

講師プロフィール

長谷川 孝（はせがわ

たかし） （株）あえるば 代表取締役社長

属人的要素が強いと思われていたリーダーシップという概念を、理論的に理解
できる学問として伝えることによって、ひとりでも多くの幸せに働くことので
きる人を増やすべく講演・研修活動を行っている。わかりやすく、様々な気付
きがあると受講者に好評。
・１９７３年大阪府生まれ。
・大学卒業後、正社員、アルバイト、派遣社員、個人事業主など様々な場所で様々な人と
様々な形態の働き方を経験。そこから得た教訓、「仕事は何をするかよりも、誰とするか
が大事」ということを自身の活動の中心に据えている。
・２０１０年にシンクタンク藤原事務所２代目社長に就任。
・同年から、歴史から人生観や仕事観、倫理観、さらにはリーダーシップや哲学といった
様々なことに気付き学び、未来の行動へとつなげていくための史学会（現在は二宮尊徳
が題材）を開催している。
・２０１２年、米国ワシントン大学の経営大学院グローバルビジネスセンタービジティングエ
グゼクティブプログラム短期留学修了。
・現在は、各地でのリーダーシップに関する講演・研修、さらに企業内での幹部育成にも携
わっている。
・また、過去に統計士、データ解析士（財団法人実務教育研究所認定）を取得し、統計講座
を開催。現在は従業員満足度アンケート調査を手がける。
・著書に「実践 統計分析の基礎―知れば知るほど役に立つ」 2005 年万来舎刊 がある。

岩松 正史（いわまつ

まさふみ）

心理カウンセラー。傾聴講師。
飯田橋カウンセリングルーム 代表（（株）あえるば）
説得力とあたたか
あたたかさの両面を持った語り口が好評で、講座の再
さの両面を持った語り口が好評で、講座の再受講生も多い。
５２週間毎週、
週間毎週、傾聴のポイントをお届けする無料メルマガ「傾聴のつぼ」が人気。
 １９７３年東京都生まれ。長野県出身。
年東京都生まれ。長野県出身。
 ２００６年に横浜
年に横浜でカウンセラーによる悩み相談会を立ち上げ、多く
悩み相談会を立ち上げ、多くの人のサポートした活
動がマスコミにも取り上げられる。
マスコミにも取り上げられる。その後、現在まで横浜の引きこもり支援ボランティアの
現在まで横浜の引きこもり支援ボランティアの
相談員を務める。
 ２０１２年飯田橋カウンセリングルーム開始。
２０１２年飯田橋カウンセリングルーム開始。また厚労省支援
支援の神奈川県西部地域若者
サポートステーション事業の立ち上げ
サポートステーション事業の立ち上げに関わり年１００回以上の面談を
回以上の面談をした実績を持つ。
 ２０１４年傾聴講座の開催は
年傾聴講座の開催は１００回、８００人を超え Google 検索ランキングで１位
検索ランキングで１位となる。
（検索キーワード「傾聴 講座」「傾聴 研修」他）
 企業、組織向け
向けのメンタルケア研修や講演とあわせて、人材育成
人材育成も手がけている。
 「脳と心を開いて、人生を開く」を合言葉にカウンセリングの枠にとらわれず、心のエネル
ギーを上げる
ギーを上げるお手伝いとして、アクティブ・ブレイン記憶術を全国で展開中。現在は
全国で展開中。現在は数少な
い協会認定マスター講師。
協会認定マスター講師。
産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー
中央労働災害防止協会認定 心理相談員
NPO メンタルサポートアカデミー サポータ講師
アクティブブレイン協会認定 記憶術マスター講師、アクティブ・ダイエット、読書法講師
アクティブ・ダイエット、読書法講師
・著書に「『聴く力』の強化書」
・著書に「『聴く力』の強化書」2014 年 12 月 自由国民社刊がある。
ある。

佐藤 茂則（さとう

しげのり）

(有）ミック研究所
有）ミック研究所 代表取締役社長
特定非営利活動法人メンタルサポートアカデミー理事長
心の問題に長年携わり、カウンセリング・メンタルヘルス・コミュニケーショ
ン・管理者教育等を専門とする。 今求められるリーダーシップ
人材の人財
化と経営者のあり方
心の時代に心の経営実現 人間関係と心のほぐし方
等、ソフトな語り口調で分かりやすい講演は各地で好評。
 １９５０年埼玉県生まれ。
年埼玉県生まれ。
 ７７年から９７
９７年までコンサルテティング会社に勤務。
 ９７年、有限会社ミック研究所を設立。心に関する問題を追求し、多方面から問題解決の
年、有限会社ミック研究所を設立。心に関する問題を追求し、多方面から問題解決の
糸口を見出す。
 2004 年、「心の時代」において心の健康をサポートする各種の心理的基盤の開発と普及
を目的とした、特定非営利活動法人メンタルサポートアカデミーを設立。理事長を務め、
地域における精神衛生向上のためのカウンセリング、心理教育プログラム、心理相談、
家族相談、コンサルテーションの手法を開発し、さらに専門家やボランティアの養成を図
り、ひとり一人の生活充実のために寄与し、地域で生活する人々のより健全な生活をサ
ポート。
 コンサルティングでは、企業等組織への改善提案活動と指導活動をあくまでも「人」を中
心に、より健康な組織と人材の人財
心に、より健康な組織と人材の人財化を目標に、社員教育から企業の中長期計画、社員
化を目標に、社員教育から企業の中長期計画、社員
個々のライフプラン作成まで手がける。
（ミック研究所
ミック研究所ホームページ： http://www.micc-co.jp/）

自立行動する人財
自立行動する人財を育てる会社
神奈川県小田原市栄町 2-13-12

ASUKA ビル 2 階

申込書
ビジネス脳力開発 研修（基礎）
ご記入日：
フリガナ

性別

男

生年

お名前

年

月日
お客様
番号

貴社名

年
・
月

月

日

日（満

歳）

女

※お持ちの方でわかる場合のみ

■ご連絡先について
□ご自宅

□会社

※どちらかにチェックをおつけください。

※ご連絡先が「会社・学校」の場合にご記入ください。

会社名
部署：

ご連絡先

役職：

〒

住 所
TEL

(

)

−

FAX

(

)

携帯電話

−
緊急時 連絡可・不可

E-Mail
※参加者はあとから変更可能です。
お名前

ふりがな

性別
男・女

上記以外の

男・女

参加者名

男・女
男・女

その他（ご希望やご連絡事項がありましたらご記入ください）

ＦＡＸ送信先：0465-44-4751
株式会社あえるば
〒250-0011 神奈川県小田原市栄町 2-13-12 ASUKA ビル 2 階
TEL.0465-44-4750
E-Mail.info@aeruba.co.jp

年齢

