
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

日時 2020 年 7 月 14 日（火）-15 日（水）１泊２日  

会場 
あいち健康の森プラザ 

愛知県知多郡東浦町森岡字源吾山１－１ 
定員 14 名（先着順） 

研修

運営 

インパクトジャパン株式会社（Impact International） 
・1980 年、イギリスで創業。14 か国 17 拠点、世界 50 か国以上で展開。 
・国内大手企業にて多数の研修実績。 
・満足度平均 4.56、推奨度 4.43（共に５段階/2018 年度）。 

内容

(予定) 

Day1 

13:00 イントロダクション 

14:05 Project＆Review 1「トライ＆フェイラー（≠エラー）」 

16:00 Project＆Review 2「トップダウンからの脱却」 

17:45 Project＆Review 3「効果的な働きかけ」 

19:30 夕食＆19:30 懇親会 

Day2 

08:20 前日の振り返り 

08:50 Project＆Review 4「曖昧な環境における実現への転換」 

10:45 Project＆Review 5「役割を超えた働きかけ」 

12:30 フィードバックセッション（参加者同士） 

13:20 サマライズセッション（気付きと学びの言語化） 

15:00 クロージング 

詳細は別紙（A３カラーの資料）をご参照ください! 

“自分ならではのリーダーシップを見出す”体験型宿泊研修 

中堅社員 リーダーシップ研修 

主な対象:中堅社員  
・管理職手前や未来の幹部候補として、“本物のリーダーシップ”を身に着けたい方 
・自社での研修導入を検討中の人事担当者の方 

階層別 

 愛知県経営者協会では 2 回目となる、１泊２日の体験学習型のリーダーシップ醸成のための研修を開催します。 
 屋外・室内で身体を動かしながらチームで様々な課題に取組む中で、自身の“リーダーとしての役割・価値”を再定
義し、 “自分ならではのリーダーシップ”を見出し、活躍することを目指します。 
 講習を受けるだけでは感じることのできない特別な体験を通して、実践型リーダーシップを身に着ける絶好の機会
です。職場リーダーとして、未来の幹部候補として期待を寄せる中堅社員の方にぜひご受講いただきたい研修です! 

お申込みは愛知県経営者協会ＨＰ（「aikeikyo」で検索） から 
詳細は裏面へ→ 

＜おすすめポイント＞ 
・１泊２日の体験学習!…オフィスや会議室と異なる環境で、自らの体験を通じて学ぶ、濃密な２日間を。 
・他流試合!…自社内では感じることのできない、他業種で活躍する社員の視点・考え方を知る。 
・企業での導入実績!…エネルギー、鉄道、メーカー、金融、マスコミ等での導入実績と高い満足度。 

初めて体験する事ばかりで楽しかった。
内容も分かりやすく良かった。すぐ振り
返りがあったので分かりやすかった。 

実際に体験して自分の改善
すべきことや他の人たちが
どのような気持ちだったの
か知ることができた。 

昨年参加者
の感想 



 
 

１．参加費用 
愛知・岐阜・三重県経営者協会会員:49,000 円 
非会員・その他岐阜・三重県経営会:68,000 円   

２．申込方法 
①WEB サイトからのお申込み ⇒ http://www.aikeikyo.com 
②FAX によるお申込み⇒以下に必要事項を記入の上、052-221-1935 まで FAX  

３．参加費振込先 
三菱 UFJ 銀行 鶴舞支店 (普)0587192  ｢愛知県経営者協会｣ 
※当セミナーにつきましては、振込のみとさせていただきますのでご了承ください。 
※お申込み受付後、請求書は開催の 1 カ月程度前にお送りします。  

４．注意事項 
①最少開催人数 7 名 
 ※開催 1 カ月前までに、最少開催人数に満たない場合、開催を中止する場合がございます。 
②１社からのお申込みは「２名まで」とさせていただきます。 
③キャンセルのご連絡は、6 月 16 日（火）までにお願いします。6 月 17 日（水）以降の

キャンセルは、参加費を申し受けますのでご了承ください。 
※通常のセミナーより期限が早い旨、ご注意ください。 

④開催 2 週間前までに、参加者本人様宛に参加証と健康面・アレルギー等の
申告用紙を送付いたします。申告用紙をご返送のうえ、当日は参加証をお
持ちください。 

⑤この申込書でご提供いただいた個人情報は、本セミナーの受講者資料として使用し、ご本人の
同意なく目的外の利用を行うことはありません。  

５．問い合わせ先 
愛知県経営者協会 会員サービス部 （052）-221-1931 

参加申込書 

セミナー名 中堅社員 リーダーシップ研修 開催日 7 月 14 日（火）-15 日（水） 

所属経営者協会 愛知経協（  ） 岐阜経協（  ） 三重経協（  ） 非会員等（  ） 

会社名  

住所 
（〒   -    ） 

電話番号 （    ）   - 

請求書 必要（  ）    不要（  ） 

ご担当者 
（請求書送付先） 

部署 役職 氏名 

   

受講者① 
部署 役職 氏名 

   

受講者② 
部署 役職 氏名 

   

お申込み方法等 

※宿泊費、食費、懇親会費込（消費税込） 
 



中堅社員
リーダーシップ研修

IMPACT OPEN PROGRAMME

www.impactinternational.com

Impact ® is a registered trademark of 

Impact Development Training Ltd
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プログラムの意図
本プログラムでは、組織的なものから個人的なものまで、種々のリーダーシップ発揮の阻害要因がある中で、
自身はどういう行動特徴を持っているのかを参加者に問う。体験的なアプローチにより、その再認識を起点に、
Knowing-Doingギャップの所在を認知し、次の行動へ繋げるためのリーダーシップの持論化を促す。また、一
社でなく複数社からの参加者で実施することにより、参加者の視野を拡大し、今後も刺激を与え合い、支え
合うネットワークの基盤を構築する。これらを通じ、理想論を掲げるだけではない、地に足の着いた、参加者の
身の丈にあった背伸び、すなわちコンフォートゾーンからの踏み出しを図る。

募集要項
講座名：

定員：

日程：

会場：

費用：

中堅社員リーダーシップ研修

14名

2020年7月14日(火)~15日(水) 1泊2日

あいち健康の森プラザ 〒470-2101 愛知県知多郡東浦町森岡字源吾山1-

お一人当たり49,000円（消費税込）

スケジュール
DAY1
13:00 オリエンテーション
14:05    Project&Review 1 「トライ＆フェイラー（≠エラー）」

課題解決プロセス、PDCAサイクル実践、相互の係わりと振る舞いなど、チームの成果に直結する
要因を探る

16:00 Project＆Review 2 「トップダウンからの脱却」
階層構造（上司・部下の暗喩）によってもたらされる先入観や遠慮といった心理的阻害要因を
克服するためのリーダーシップを探る

BOB!
15本のプレートを用いて、見本通りの
構造物を組み上げるまでの時間を
PDCAを回しながら短縮していくプロ
ジェクト。

役割分担をし、プロセスを設計するところから始まる。正解が分
からない中意思決定をし、事実ベースで振り返りながら軌道修
正していく力が求められる。
また、成果を出すためにはお互いに役割を超えた働きかけとそれ
を受け入れることができる関係性の構築がポイントとなる。

研修目的： 自分ならではのリーダーシップを見出す

ゴール： 自身の行動スタイルの特徴の再認識する
Knowing-Doingギャップを認識し自分らしいリーダーシップ行動を定義・実践する

あああああ1 受講者間のネットワークを構築する

プログラムのねらい

プログラムで用いるリーダーシップの定義
リーダーシップの発揮とは、リーダーの働きかけ(リーダーシップ行動)により、フォロワーの感情や思考に心理
変化が起こり、能動的な行動が生まれている状態を表す。いくら行動をとっても、フォロワーの能動性を
引き出すことができなければ、リーダーシップは発揮されていないことになる。

リーダー フォロワー

能動的行動

働きかけ

心理変化

※フォロワー：組織上の下位者にと
どまらず、上司や社外のステークホル
ダーをも含む

!

私たちは、こうしたリー
ダーシップが特性(優れ
たリーダーに共通する
性格や身体的特徴、
行動傾向)のみに依ら
ず、その行為を通して
高められると信じてい
る。
そこで、リーダーシップ
能力の開発には統合
的な体験学習の方法
論を用いている。

※

MESSNER
２・３名のシェルパ役を除くメンバー全
員が目隠しをした状態で、シェルパの
指示によりテントを組み立てるプロジェ
クト。

階層構造によってもたらされる心理的阻害要因を克服するた
め、適切なゴールイメージやプロセスの共有度合い等を考え、メ
ンバーの心理状態に応じたコミュニケーションが求められる。
いかに相手の立場にたって物事を伝え、時間内に重要なアク
ションに移せるかがポイントとなる。

17:45 Project＆Review 3 「効果的な働きかけ」
ゴールイメージの明示、プロセスと進捗の共有など、成果につながる効果的なコミュニケーションについ
て考察する

19:30   夕食＆懇親会

DAY2
08:20 前日の振り返り
08:50 Project＆Review 4 「曖昧な環境における実現への転換」

「発言する」「反応する」「確認する」といったコミュニケーションの基本行動をとりながら、チームの考え
　　　  を一つにして、ゴールに導いていくことを体感する
10:45 Project＆Review 5 「役割を超えた働きかけ」

役割を超えた働きかけ、それを受け入れることができる関係性の構築について考察する
12:30 昼食
13:20 フィードバックセッション　参加者同士でフィードバックをし合う
14:10    サマライズセッション　　気づきを整理し、学びを言語化する
15:00    終了

体験的アプローチ：Project＆Review
人は未知の状況に直面した際、他に頼りとするものがなく、自分の一番慣れ親しんだ思考・行動傾向を露
呈する。それは、日常業務や私生活の中でも繰り返しとられている(とるであろう)行動である場合が多い。
プログラムでは、プロジェクトという未知の状況下での課題解決活動と、そこでの体験を日常とリンクさせるレ
ビューに取り組みながら、自分の中に根付いている思考・行動傾向を自分自身で発見するなど、より深い
自己理解と、リーダーシップの持論化を促進させる。※下記はプロジェクト例


	名称未設定

