三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングより社内研修のご案内【御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です】

管理職
実践研修

組織のニーズに合わせて管理職の能力向上を多様なスタイルで実現するプログラムです。
貴社の管理職層の現状の課題解決に向けたオーダーメイドのカリキュラムを用意します。

組織目標の達成

管理職の

×

役割 機能 責任

高業績人材の育成

とは、

です。

●部下を使って組織の業績目標を実現していくことが管理者の役割です。

●企業の経営を進める上では、管理職の機能強化が重要なポイントになります。

●組織目標の達成だけ、人材の育成だけでなく同時に果たすことが責任です。

実現させていくには、
多様なアプローチプログラムが考えられます。
【管理職実践研修プログラム設計上の着眼ポイント】
検

討

項 目

１. 参加対象は？

実施上の検討内容に基づくType例
全管理職の底上げを図っていくType
次代経営を担で選抜型で参加者を絞るType

２. 実施期間は？
３. 習得分野は？

年度内で実施完了、もしくは特定期日で実施するType
複数年度にわたり継続的にプログラムを展開するType
最先端の経営理論に触れ知識面でのブレークスルーを果たすType
自社自部門のリアルな事業モデルの具体・実践対応マスターType

４. 学習手法は？
５. 講師編成は？

徹底した反復履修を繰り返して確実な行動変容を目指すType
多様なケーススタディ、事例研究により幅広く多面的に学ぶType
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング専門講師専任担当Type
弊社がコネクトする社内外の専門家群での適宜組成Type

貴社の経営環境、業績にあわせた最適解の
オリジナルプログラムを構築ご提案させていただきます。

管理職実践研修の
カリキュラム
イメージ

!

[ EX.1 ] 〉〉〉コーポレートユニバーシティ実施例
年間での定期開催型の高度経営理論習得プログラム

多彩なカリキュラムの
一例です

プログラム設計は多様な
バリエーションがあります。
以下は実施推進例の一部です。

[ EX.2 ] 〉〉〉企業内ビジネススクール実施例

[ EX.3 ] 〉〉〉拠点・部門業績向上会議例
部下の業績達成をビジネスコーチしていくプログラム

多年度に渡り実施する次世代経営者群養成プログラム

ご要望に応じた
個別設計をします

[ EX.4 ] 〉〉〉テーマ別分野別研修実施例

期間や費用に合わせた企画を
提供します

[ EX.5 ] 〉〉〉通常の管理職基本研修例
全管理職の意識喚起･行動変容での組織強化プログラム

直接的な問題の解決を目指す個別のプログラム

部分的な開催も
ご希望に応じます

徹底的なフォローアップが
特徴です

TEL.０３ ６７33 １058

お気軽にお問合せください

コンサルティング・国際事業本部 〒１０5 ８501 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
オランダヒルズ森タワー

http://www.murc.jp

ホームページは 三菱UFJ 研修

検索

○当社は三菱UFJフィナンシャル・グループの一員としてMUFG行動規範に基づき活動しています。

kensyu@murc.jp

三菱UFＪリサーチ＆コンサルティング・社内研修のご案内

【御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です】

結局、業績向上の決め手はこれに尽きる

管理者強化研修

のご案内

社長の分身 真のリーダー を一人でも多く鍛え上げる
内需の縮小や原材料高騰など、経営環境は厳しく、破綻する企業も増え続けている。
業績向上、生き残りの決め手、それは、中間管理者を 社長の分身 として鍛え上げることだ！！
プログラム例

業績不振の某販売会社で、部長課長15名を集めて行った実例

１泊２日の合宿研修 ▶ 個人別行動革新計画の策定 ▶ 実行状況のフォローアップ研修を何回も繰り返す

１. 「社長の分身・部門経営者」としての自覚はあるか！

管理者に与えられた使命とは何だ

２. 燃える集団づくりこそ管理者の仕事だ！

リーダーシップと組織活性化の核心に迫る

３. 部下の育成を心から真剣に考えているか！

部下を通じ成果を上げてこそ真の管理者

４. 売れない時代、経験や勘だけに頼っていないか！

問題解決力、課題解決力を鍛え上げる

５. 自己を革新せよ、今からでも遅くない！

主な
成果

管理者としての自己革新計画策定

売れない原因を、景気の悪さや他人の責任に転嫁する管理者が減った。
また率先垂範して新規開拓に取り組み、
部下を心から真剣に叱ることができる管理者も育ってきた。

●当社研修の特徴

研修実施までの流れ
問合せ

「トップ」
「管理者」
「担当講師」が
三位一体となり企業変革への道筋を考え抜く

1.研修は「勉強」ではない
2.研修に「標準型」はない

御社の経営課題を解決するための
最適なプログラムや手法を取り入れる

3.研修に「やりっぱなし」はない

受講者の意識と行動が本当に変革するまで、
粘り強くフォローアップする

弊社スタッフとの打合せ
弊社からの企画書ご検討

三菱UFＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 教育事業本部 教育研修部
東

京

FAX 03-5769-0279

◆お問い合わせ書

名古屋

FAX 052-201-7337

大

阪

FAX 06-6208-1249

管理者強化研修

貴 社 名

研修実施
フォローアップ
お問い合わせはFAXで
下記を切り取らずにお送り下さい

年
（業種

月

日
）

所 在 地
ご担当者

部署・役職名

電話番号

FAX番号

E メ ー ル

従業員数

問合せ内容

＊ご記入いただきました個人情報は、
当社の
「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」
（http://www.murc.jp/proﬁle/privacy.html）
に従って適切に取り扱います。
＊お預かりした個人情報は、貴社の人材育成に関するご相談にのみ利用させていただきます。
＊ご相談には当社の講師が親身に対応させていただき、お預かりした情報を外部に預託することはございません。
＊ご記入内容に不備がある場合は、改めて内容確認のご連絡を入れさせていただく場合がございます。
＊お預かりしている個人情報の開示、削除等のお申し出、その他お問い合わせにつきましては、上記のお問合せ先までご連絡ください。
A821729(01)

その他効果があがった管理者強化研修事例
［その１］A社の事例（ソフトウエア開発、社員数300名）
研修実施前の同社の状況（職場の問題課題）
Ａ社は技術者集団、スペシャリスト志向が極めて強い会社であり、マネジメントより実務が大好きの管理者ばかり。
会社はここ数年急成長、組織拡大に伴う管理体制強化は不可欠。
皆１人 1人一匹狼のように好き勝手な振る舞いをしている。若手社員は育たない。最も切実な悩みは、こんな状態で、
ますます高まる顧客からの品質面の要求に応えられるかどうか。

研修内容概要（対象者：課長級）
６ヶ月間の長期継続研修を実施、ヒアリングや多面評価等の事前調査を経て、集合研修に個別面談を加え、
「個々
の育成必要点に焦点をあてた研修」を実施。
主なプログラム▶（１）管理者＝部門経営者に向けての意識改革を図れ！！
（２）部下指導育成せずして管理者と言えるか！！
（３）ズバリ言う、あなたのこれからの課題はこれ！！（多面評価フィードバック）
（４）自己のあるべき姿（キャリアビジョン）を描こう！！（自己改革プラン策定）

研修を終えて（Ａ社 人事部長の声）
皆、意識改革ができた。特に頭が痛かったのはシステム課のＯ君、「管理者になんか本当はなりたくなかった」と
斜に構えていたあのＯ君は、研修後見違えるように意識を変えた。部下に対しても積極的に声をかけ、悩み事や問題
解決に向けて真剣に対処するようになった。皆がマネジメントをきちんとやってくれるおかげで当社の不良率も減って
きた。この研修を取り入れて本当に良かった。

［その２］B社の事例（自動車部品業：社員数200名）
研修実施前の同社の状況（職場の問題課題）
創業４０年、創業者である社長および同世代の役員クラスはそろそろ引退の時期が近い。
しかし一回り以上年齢差がある次世代幹部候補（現在はまだ中間管理職）の意識レベルが低い。現経営陣から「箸
の上げ下げ」まで指示されてきたため、会社経営についての当事者意識が育ってこなかったためである。さらに次期
社長候補である息子に、まだその「覚悟」がない。

研修内容概要（対象者：次期幹部候補である中間管理職）
参加者の意識を変えるため、終了時間を設定しないハードな合宿研修を毎月実施（計４回）
参加者同士の本音を引き出しながら、今後の B 社のビジョンや戦略について徹底して検討。
主なプログラム▶（１）自社を取り巻く機会脅威、強みと弱み
（２）自社のこれからの事業ドメインと成長戦略、撤退戦略
（３）部門別の中長期課題への展開
（４）５ヵ年財務計画の立案

※その他に事前レポートや課題図書、受講
者同士の自主勉強会あり。受講者のⅩ氏
いわく「学生時代を含めこんなに勉強した
のは、生まれて初めて！」

研修を終えて（Ｂ社 社長より）
社長プレゼンーションの日。当社の歴史は「何を提案しても社長の気分を損ねると罵詈雑言の嵐が返ってくるだけ」
であった。しかしその日の社長は普段とは異なった。皆に言った。
「今日のプレゼンテーションを聞き、私自身が良い勉強になった。会社の将来について私も悩んでいた。本当は社長
である私が考えるべきことを皆が考えてくれた。ありがとう。息子も間違いなく成長した。皆がやればできることも良
く分かった。これで安心して自分も引退できる。今の役員は、皆が考えた提案を真摯に受け止め実践して、次世代
の経営につなげてほしい。」

お問合せから企画提案まで無料で承ります。お気軽にお問合せください。
URL ▶http://www.murc.jp
E-mail ▶kensyu@murc.jp
東京

〒108-8248 東京都港区港南2-16-4
TEL.03-6711-1870 FAX.03-5769-0279

名古屋

〒460-8621 名古屋市中区錦3-20-27
TEL.052-203-5339 FAX.052-201-7337

大阪

〒541-8512 大阪市中央区今橋2-5-8
TEL.06-6208-1248 FAX.06-6208-1249

監督職 社員
社内研修のご案内

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

貴社の係長、
主任、
班長、
チームリーダーを、
徹底的に鍛え上げる!!

実務能力レベルアップ教育

マネジメントの最小ユニットである“係” “班” “チーム”を預かる人材のレベルが、
組織全体の
《業績伸長》
《人材育成》
の実現性に直結します！
業務より、
ユニットの監督
好き…。
現場業務が大

生涯プレイヤー型
部下後輩との
けない…。
信頼関係を築

対人無関心型

の
題
問
職
督
監

るけれど、
ベテランではあ
最年長、
実務に疎い…。

年功制安住型
長に
上司、課長、部
頼りっきり…。

全面依存未熟型

では︑
こんな状況のまま

上司や周囲への負担が増えるばかり
管理職マネジャーが、
下位職のやるべき実務に追われ、
時間が奪われ……、結局マネジメント不在の組織に。

部下や後輩たちは、誰も手本にできない、頼れない
本来は、
監督職が最も身近にいて、
目標にもなるべき存在のはずだが…、
仕事や将来に夢や希望を抱くことができない。

他部署や関係先、社内外からの信頼を喪失
実務のキーマンが役割を果たせなければ、
組織としての評価が痛んで、
期待をされなくなる。
ビジネスユニットとして失格の烙印が押される。

そして、監督職本人の能力開発ロスが重なっていく
悲劇的な状況がスパイラルし続けることに！
ぐ！
す
今

監督職の実務能力の
レベルアップ策が必要です！
！

社内研修のご案内

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

監督職の実務能力のレベルアップのためには、

企業単位での、
参加者層を絞り込んだ、
以下のような研修セミナーによって、
解決を図ります。
まず

STEP 1

組織の中でのあるべき姿をしっかり理解することが第一歩！
検討、
分析によりじっく
り吟味する
「もし、
現状のままなら」
をシュミレーションする

問題事例・先進のケースを
豊富に紹介

講義、
相互検討を通じて、
自らの気づきによって、
あるべき姿を描けるように

次に

TEP 5
最後に S

プ
状のギャッ
現
と
姿
す
目指

さらに STEP 4

客観的な
現状把握と、
重点化

そして STEP 3

STEP 2

監督職の基本機能・
目指すべき姿を確立

埋めるべきギャップ
（レベルアップ課題）
に対して、
どういう着手の順を定めて、
実行していくか

今、
現在の監督業務の実態、
遂行状況について、
厳しく把握する！

□仕事、
業務の遂行責任を果たしているか？ □上司の補佐をできているか？
□課題に取り組む際の当事者として取り組んでいるか？
□問題解決を図るために必要な業務知識、定法を持っているか？
□論理的に考え、最も適切な答えを出せるか？ □周囲を巻き込み、
メンバーを率いていけるか？

人員規模、
その他状況に応じ、
プロのインストラクターが最適のカリキュラムを提供します
他階層もお問合せください

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング
チーフインストラクター

上田 裕之

H i royuki U e da

TEL.０３ ６７33 １058

お気軽にお問い合わせください

コンサルティング・国際事業本部 〒１０5 ８501 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
オランダヒルズ森タワー

http://www.murc.jp

ホームページは 三菱UFJ 研修

検索

○当社は三菱UFJフィナンシャル・グループの一員としてMUFG行動規範に基づき活動しています。

kensyu@murc.jp

三菱UFＪリサーチ＆コンサルティング・社内研修のご案内

【御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です】

現場力強化のキーは、監督者の育成だ

監督者強化研修

のご案内

係長、班長、主任クラスを徹底して鍛え上げます

簡易
職場診断
御社の現場は
今どうか

1

監督者（係長主任クラス）が本来担うべき日常実務の監督を、
管理者（課長以上）に任せっきりにしていないか！
！

2

そのための副作用として、管理者以上が本来担うべき、
改革や戦略策定が後手に回っていないか！
！

3

基本をきちんと教え、またきめ細かなチェック＆フォローが
なされているか！
！ 現場力は落ちていないか！
！

チェック

チェック

チェック

監督者強化こそが、現場活性化→会社成長の原動力です
プログラム例

詳しくは裏面をご参照下さい

役割認識 × 対人関係力 × 問題解決力 × 実務知識 の４つを徹底して鍛え上げる
１. あなたは単なるプレーヤーではない
２. どうすれば魅力あるリーダーになれるか
３. 上司不在時でも代役が務められるか
４. 職場改善のための問題解決手法を学ぶ
５. 一流監督者になるためのスキル修得
研修実施
までの流れ

問合せ

弊社スタッフ
との打合せ

監督者としての役割再認識、気づき
部下指導とリーダーシップの強化
上司の立場で考え、補佐をする
業務改善力、問題解決力の強化
労務管理、営業管理、生産管理 など

弊社からの
企画書ご検討

研修実施

三菱UFＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 教育事業本部 企業内研修室
東京

FAX 03-5769-0279

◆お問い合わせ書

名古屋 FAX 052-201-7337

大阪

FAX 06-6208-1249

監督者強化研修

申込日

（業種

貴 社 名

フォローアップ

お問い合わせはFAXで
下記を切り取らずにお送り下さい

年

月

日

）

所 在 地
ご担当者

部署・役職名

電話番号

FAX番号

E メ ー ル

従業員数

問合せ内容

＊ご記入いただきました個人情報は、
当社の
「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」
（http://www.murc.jp/proﬁle/privacy.html）
に従って適切に取り扱います。
＊お預かりした個人情報は、貴社の人材育成に関するご相談にのみ利用させていただきます。
＊ご相談には当社の講師が親身に対応させていただき、お預かりした情報を外部に預託することはございません。
＊ご記入内容に不備がある場合は、改めて内容確認のご連絡を入れさせていただく場合がございます。
＊お預かりしている個人情報の開示、削除等のお申し出、その他お問い合わせにつきましては、上記のお問合せ先までご連絡ください。
A821729(01)

効果があがった監督者研修・プログラム例（A社の事例）
研修開始前のＡ社の状況
課長と係長の意識レベルが大きい。特に営業部では、業績責任の矢面に立つ B 課長の苦労を 3 人の係長は「他人事」
のように受け止めている。特に困ったのはベテランの C 係長、
「文句や評論はするが代案は出さない」
「部下と飲みに行っ
て一緒に課長の悪口を言うだけ」…どうやったら監督者としての当事者意識を持たせることができるだろうか？？？

実施した研修プログラム（Ａ社の係長15名での集合研修）…半年強かけて実施
【第１回】１泊２日の集合研修
係長って何する人？
立場と役割の確認

①係長ってそもそも何のためにいるの？
②係長の役割とは何か、係長が機能しないと会社はどうなる？
③今のあなたはどうか？ 係長＝監督者としての自覚はあるの？

部下指導、
リーダーシップの基本

①部下からみて信頼される係長＝職場リーダーとは
②部下指導の基本（教える、指示を出す、注意する、ほめる など）
③コーチングを活用して部下の自主性を引き出せ

自分のあるべき姿を描く

①あなたの目指す理想の係長とは？

【第2回】一人２時間程度の講師との面談
係長としての
行動変革計画立案
（研修を他人事で終わらせないように）

将来ありたい姿は？

※係長の上司も同席立会い

①あなたに対する周りからのメッセージ（多面評価）
②あなた自身の強み、弱みは要するにこれ！！
③係長としての行動変革計画立案（あるべき姿に近づくために）

【第3回】１泊２日の集合研修
上司の補佐は
係長の大切な仕事

①上司補佐とは、部下力とは
②上司のやることを単に傍観していないか、当事者意識はあるか
③評論だけなら誰でもできる、問題解決の当事者にならなくては

問題解決、
業務改善の基本

①問題意識をもって職場をみているか？ マンネリ化していないか？
②問題発見、業務改善の着眼点とは
③ＱＣ手法、ロジックツリーなどの問題解決手法

【第4回】一人２時間程度の講師との面談 ※係長の上司も同席立会い
あれから数ヶ月、あなたは ①係長としての行動変革計画の進捗フォローアップ
（成果は？ 反省は？ できていない原因と対策は？）
どれだけ成長した？
【第5回】１泊２日の集合研修
これだけは知ってほしい
労務管理の基本

①係長といえども使用者の代理人
②自社の就業規則を知っているか、ルールを度外視したマネジメントを行っていないか
③知っておきたい労働法の基本（時間外労働、休日休暇、退職と解雇、パートタイマー関連 など）

研修を通じての成果報告

①半年強の研修を通じての成果と今後の課題を個人別報告（受講者の上司も全員同席）

研修実施後の成果（当社の人事部長 より）
まだ個人差はあるが、係長クラス全体の意識レベルは明らかに変わった。部下指導育成に対して熱心に取り組むだ
けでなく、課長の良き補佐役となって、マネジメントの一翼を担うようになった。特に変わったのはＣ係長、これまで文
句や批判のみに注いでいたエネルギーを、
「前向きな改革」に向けるようになった。部下に対して「だめなものはダメ」
とはっきり言うようになり、また課長に対しても「悪口」でなく「建設的な解決策」を出すようになった。
来期はぜひ、班長主任クラスにもこのような研修を広げてゆきたい。

お問合せから企画提案まで無料で承ります。お気軽にお問合せください。
URL ▶http://www.murc.jp
E-mail ▶kensyu@murc.jp
東京

〒108-8248 東京都港区港南2-16-4
TEL.03-6711-1870 FAX.03-5769-0279

名古屋

〒460-8621 名古屋市中区錦3-20-27
TEL.052-203-5339 FAX.052-201-7337

大阪

〒541-8512 大阪市中央区今橋2-5-8
TEL.06-6208-1248 FAX.06-6208-1249

製造現場管理強化セミナー̲表̲2013/07/17/004

社内研修のご案内

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

強いチームを創る！

製造現場監督者のための現場管理強化セミナー

製造現場監督者に必要な
マネジメントの基礎
［ 対象］製造業の現場監督者

現場を管理する監督者は、
「現場におけるリーダーシップとマネジメント力」
が求められます。
日々の作業と、現場の管理を両立し、強いチームを創るために、なにが必要か
「部下をやる気にさせ、チームを率い、現場を管理する」現場監督者を育成します。

上司や部下とコミュニケーションがう
ま
く
とれない
リーダーシップが発揮できない
現場がう
ま
く機能しない 部下を育てられない

現場監督者にはリーダーシップと
マネジメント力が必要です
チームを引っぱるリーダーシップ

現場に必要なリーダーシップとはなにか、再確認し、
強いリーダーシップを発揮するためのスキルを身につけます

現場を安定化させるマネジメント力

現場を管理し、
安定化させるマネジメントに必要な要素を学び、
現場を管理するためのスキルを身につけます

製造現場管理強化セミナー̲裏B̲2013/07/17/004

社内研修のご案内

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

強いチームを創る

現場監督者が持つべき機能とスキルを強化する
現場を動かすための２つの機能

現場を引っぱる
リーダーシップ

マネジメント力

リーダーシップ

・現場の状況やミッションを
理解し、
目標を設定する

現場を安定化させる
マネジメント力

・目標達成のための計画、
現場の体制を作る

・目標達成に向け、
現場に伝え、現場を動かす

・現場のPDCAを回し、
運用管理をする

・現場を統率し、
目標の達成を目指す

・問題を解決し、
目標達成に
向け、現場を安定化させる

現場の
現状分析と課題

を
現場 す
動か

P

方針、
目的・目標の設定
計画の立案

A
見直し・改善
有効性の確認

D

現場運営のPDCA

実施の
ための準備
実施推進

C

モニタリング・差異分析
要因把握

チームを率いるために身につけるべき２つのスキル

意思疎通をはかるためのコミュニケーションスキル

チームを創るための部下指導スキル

相手の立場に立って、聴く、
情報収集する
収集した情報を理解する
相手に伝え、
相手を動かす

指導の心構えと自分の指導スタイルを知る
部下の状況を見抜き、
働きかける
本気で「ほめる」、的確に
「しかる」

「部下をやる気にさせ、
チームを率い、
現場を管理する」
現場監督者を育成します
講師 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）
コンサルティング・国際事業本部シニアコンサルタント

深山 雄一郎

東京大学大学院工学系研究科修士課程を修了後、三和総合研究所
（現：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング）入社。
入社以来、現場管理、現場改善、現場組織改革など、現場にこだわったコンサルティングを実施。
現場の課題、現場監督者の悩みを踏まえた研修を実施している。

TEL.０３ ６７33 １058

お気軽にお問合せください

コンサルティング・国際事業本部 〒１０5 ８501 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
オランダヒルズ森タワー

http://www.murc.jp

ホームページは 三菱UFJ 研修

検索

○当社は三菱UFJフィナンシャル・グループの一員としてMUFG行動規範に基づき活動しています。

kensyu@murc.jp

社内研修のご案内

貴社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

中国で本気の
マネジメントをする！
中国赴任前研修のご案内

〜日本人が必ず直面する壁をどう乗り切るか〜

なぜ！？ 日本の
「当たり前」が通用しない！
！

こんなときどうする？
〜日本人が陥りやすい罠〜

リーダーシップの発揮

着任早々「この会社は何のために
あるのか？」と聞かれた！

業務マネジメント
モチベーション向上策
規律・仕事への考え方
人事制度
労務管理

給与が同僚より少ないと
直談判に来られた！
不良品率30％！「スキルのある人材が
いないから」とのことだが…
「自分で考えて行動してほしい」ので、
指示を控えた方がいいのだろうか？
日本語の話せる社員を重要ポストに
就かせたいのだが…
気にかけていた社員が
就業規則違反をした！
「本社の指示」で社員に負担を
強いることになった！ どう伝えよう？

「些細なこと」
と思ったら大間違い！
気づかないうちに何をやってもうまくいかない状況に！

そうならないために、
経験豊富なプロ講師が強力サポート！

中国赴任前研修で取り上げる項目例
カテゴリー

テーマ

概要
➡現地スタッフの行動を理屈で理解する
➡「動機」
の違い

日本人・中国人・欧米人の違い

➡意識・考え方の違い
（仕事・組織・対人・生活）
➡モチベーション要因の違い
➡赴任前に知っておかなければならないこと
➡やるべき行動とやってはいけない行動

異文化マネジメント
組織マネジメント

➡日本型マネジメントスタイルを機能させるには
➡日本人が犯しやすい間違い
（事例）
中国における組織運営のポイント

➡成功事例に見る効果的な施策
➡中国のリーダー像と日本のリーダー像の違い
➡職場のコミュニケーションの違い
➡【演習】
こんな問題をどう解決する？
➡【演習】
今日から総経理／あなたの方針は？
➡中国の法律と訴訟
（事例）
➡リスク回避の方法

人事労務管理上のリスク

➡中国で機能する人事制度とは？
（等級制度／評価制度／報酬制度）

リスクマネジメント

➡中国人の折衝スタイル
（あなたはそもそもスタートラインについていない？）

ビジネスリスク

➡商習慣
➡契約についての考え方
➡リーダーシップ機能とマネジメント機能
➡リーダーシップ機能の４要素

マネジメント
一般知識

➡マネジメント機能の４要素
組織を動かす原理

➡リーダーの３大資質
➡リーダーの３大能力
➡組織を動かす原理の応用と意思決定軸
➡こんなときどうする？マネジメントセオリー

上記のテーマ以外でも、研修の時間・対象者・人数等に合わせて、最適のカリキュラムをアレンジいたします。
お気軽にお問い合わせください

東京 TEL.０３ ６７33 １058 大阪 TEL.０6 ６208 １248

コンサルティング・国際事業本部 〒１０5 ８501 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
オランダヒルズ森タワー

http://www.murc.jp

ホームページは 三菱UFJ 研修

検索

○当社は三菱UFJフィナンシャル・グループの一員としてMUFG行動規範に基づき活動しています。

kensyu@murc.jp

社内研修のご案内

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

ホンモノの
部長を育てる！
部長研修のご案内〜部長を鍛えねば会社は成長しない〜

経営環境が厳しい中、部を統括する部長の役割はますます高まっています。御社では部長の育
成に本腰を入れていますか？ 課長や係長をいくら鍛えても、
「部のボス」が変わらなければ本気
の人材育成はできません。

多くの経営トップが期待する「ホンモノの部長」とは！
！
部門のビジョンを考え、
戦略を立案する
変革リーダー
経営トップを補佐・
サポートする参謀、
ブレーン

部門の中核
となる存在、
部門の経営者

部門の人材力の底上げ、
組織風土変革の
推進者
社員から信頼される見識、
器量を備えた
人格者

しかし現実の部長の姿とは・・・
Ａ社の部長

D社の部長

G社の部長

B社の部長

E社の部長

H社の部長

C社の部長

F社の部長

I社の部長

もういい年だからムリ
したくないなあ！
トップのいいなり、
イエスマン！
日常業務に追われすぎ！

後継者が全然育って
いない！
戦略なんて立てた
ことない！
誰も意見を具申
できない裸の王様！

口先だけで何も実行
しない！
部下の話を聴かずに
成功体験ばかり！
経済の話ひとつできない、
本も読んでいない！
ほかにもいろいろ・・・・

か？
いかがです
は
ち
た
ん
さ
御社の部長
教育は
ある部長の
で
プ
ッ
ト
の
か？
部門
はないです
で
変
大
は
社内だけで

ひとつでもあてはまる項目があれば、
是非わが社のプロ講師に育成を
お任せいただけませんか？

裏面が部長研修プログラムの一例です、是非ご覧ください！

