〈考えて、動いて、話して、考えて〉考動力・協働力を養成する人財教育講座

ダンコンサルティングの

第 9 回開催 ご案内
中小企業の経営者と話していると、人材活性化のテーマでご相談いただくこと
が圧倒的です。色々なことは知っているが、仕事のレベルが低いという社員が多
くなっていると考えておられるようです。知識を習得することを重視してきた社
会によって、知識は豊富だが考えることが苦手という人たちが多数生まれてきた
からでしょう。
覚える教育中心から｢考える教育｣中心へと時代が変わっていく中で、社会の課
題を解決することを考えられる人材を育てなければ企業の継続につながりません。
そこで、ダンコンサルティングでは、中小・中堅企業の後継者やリーダー力を
生むための「考えることが DNA になるための講座（社会人力養成講座）
」を企画
し、開催しています。今回で９回目を迎えます。
「新しい価値創出に向けた課題の発見」
「問題解決の実行力」
「異分野と融合で
きるチームワーク」といった力の向上に主眼を置き、常に講師から「問い掛ける」
ことと「答えは無数にある（ないかもしれません）
」ことを身体で理解してもらう
ように工夫しています。自ら疑問を持ち、考えて、自分で答えに辿り着く、の繰
り返しを行います。

１１月１8・１９日（水・木）
１２月２・３日（水・木）

固有
専門能力

に開催いたします。

ビジネススキル
共通専門スキル

ココを鍛えます

仕事に必要な知識

基礎学力
読み書き、算数

、

IＴリテラシー など

DAN PARTNERS

社会人力
考え抜く力
実行力、協働力

ダンコンサルティング株式会社

■「考え抜く力」を育てる
「考える」とは、簡単に言うと、
「無」から「有」を生み出すことです。
「有」から「有´」
を生むことも同様でしょう。
21 世紀の社会では、この無から有を生み出す「考える力」と、それを実行に移していく
「動く力」のセット――つまり、
「考動力」が求められます。そのためには、常に何かに「気
付く」ことが必要です。それは好奇心と呼べるものなのかもしれません。自分で気づいて動
くことを DNA にしていけば社会のどこでも、どんな時代でも通用できるでしょう。
本講座では、
「考える力」の身につけ方や｢気づき」の重要性に自ら気付いていただき、生
き生きと人生を楽しく豊かに過ごすことができる一翼を担うでしょう。

■カリキュラム
11月18日（水）
９：３０
１０：００

９時３０分頃より受付開始
第１講座

11月19日（木）
９：３０

第３講座

考動力

株式会社 エデューレエルシーエー 代表取締役
LCA国際小学校 学園長 山口 紀生

ダンコンサルティング 株式会社
経営戦略コンサルタント 塩見 哲
様々な分野から様々な質問を投げかけることで、モノの見方
１１：３０
１２：００

や考え方のストレッチングを行います。

CUBIC診断テスト①
お昼休憩
（自由にお過ごしください）

伝達力

児童教育に20年以上携わってきた講師による実践的な演習
により、文章力・発信力などのコミュニケーション能力を高めます。
１１：３０

お昼休憩
（自由にお過ごしください）
１２：３０

第４講座

１３：００

傾聴力

医療法人元気会 横浜病院
理事長 北島 明佳

第２講座

自分整理力

悩みや問題の解決、目標達成などに向け、必要な変化や

加藤 秀一

行動を生み出すためには「聴く力」がポイントになります。聴く

頭の中に点在する情報や知識などを結び付けて課題
解決に活かすために自己発見マップを用いて、論理

とはつまり、考えることなのです。
１４：３０

柔軟な思考

的、感覚的なモノゴトの捉え方を養います。

ダン社会保険労務士事務所
代表 大井川 友洋
ケース事例をもとにグループディスカッション、全体ディスカッションを

１６：００

本日の振り返りとプレゼンについて

行い、討議を通して意識や考えの幅に気付き、物事を多面的に

１６：３０

本日の振り返り

今日の講座の振り返り。何を持ち帰っていただきたい

１７：００

とらえる柔軟な思考の訓練をします。

のかの解説。最終日のプレゼンについて発表。

今日の講座の振り返り。

チーム分け、テーマなど。

何を持ち帰っていただきたいのかの解説。
１７：００

■本講座の特徴

12月2日（水）

12月３日（木）
９：００

哲学Café
受講者全員が主役となって決まったテーマについて議論を進めま
す。ゴール（答え）はありません。受講者全員の発言を通して、

１０：００

複数の論点や話題を行ったり来たり、または、一つの論点を深く

第５講座

掘り下げたりなど、「考えるとはどういったことなのか」を発見して探

共有力
株式会社スピングラス・アーキテクツ
＆
株式会社 大央
代表取締役 松岡 恭子

求する場です。
１１：００

ランチ

課題の背景を読み取り、次元を上げて本質を定義し直す力と、
それを周囲と共有しつつプロジェクトを進めるプロセスを学びます。

１２：００

会場内で昼食

※webによる講座となりますが、双方向に主眼を置いていること
に変更はございません。

プレゼンテーション

１３：００

お昼休憩

派遣元企業の幹部の方はwebにて

（自由にお過ごしください）

ご参加いただけます。

１４：００

第6講座

感知力

株式会社 think shift
代表取締役 浅野 泰生
気づかないことに気づく力とも言え、違い（違和感）を感じる

１５：００

ことができないと、物事に対応する方法を考えられません。意

講評・振り返り

識する力を身に付けます。
１６：００
１６：３０

CUBIC診断テスト②

１６：３０

本日の振り返り
今日の講座の振り返り。
何を持ち帰っていただきたいのかの解説。
１７：００

現時点でのカリキュラムです。
講座内容が一部変更になる場合もございます。

■ご参加いただきたい方
▶次世代を担う後継者候補や中堅社員の方
▶マネジメントに関わる幹部社員、または関わる予定の幹部候補生
▶新規事業に関わる方
▶意識を変えたい方
▶社外ネットワークを作りたい方
●複数参加で効果が倍増！
・複数で参加されることで、お互いが刺激・啓発し合う存在となり、同時に会社全体の士気が高まります。
・研修終了後、研修内容を社内でフィードバックする際に、浸透度合い・影響度合いが大幅にアップします。

■受講者の感想
「考動力」の難しさを実感し、

大変内容の濃い、充実した研修で

来年からやるべきことが明確に

した。今後さらに、学びを深めて

なりました。貴重な体験をさせて

いきたいと思います。

頂きましたことに、心より御礼
申し上げます。

今まで考えたことのないことを
研修後、早速、現実を見ておりま

考えたり、また、新しい発見をい

すが、研修で学んだことを行動で

ただいたり、大変貴重な時間を過

示せるよう、日々、精進してまい

ごさせていただきました。

りたいと思います。

■お問合せ
ダンコンサルティング株式会社
〒１６９－００７５東京都新宿区高田馬場２－１８－６ 柳屋ビル６Ｆ
TEL ０３－３２３２－１４０９ FAX ０３－３２３２－１１９８

■講師・講座内容の紹介
【自分整理力】加藤 秀一 氏
前向きな人を育て、個人と組織に必要なネットワークをゼロから創る専門家。
「過去を深く知り、現在を理解し、未来を考える」ために加藤氏が開発された自己発見マップを使うことで、明
るい未来を切り拓く「ブレない軸」を見つけ出し確認していただく。

【伝 達 力】山口 紀生 氏（㈱エデューレエルシーエー 代表取締役）
日本初の株式会社立小学校とﾌﾟﾘｽｸｰﾙを併設する LCA 国際学園の学園長。｢日本人｣としての教育をしっかり行った
上で、英語を使いこなし国際社会で活躍できる人材を育てている。
自己紹介を通して、気持ちを伝え合うコミュニケーションや自己表現力を高めるための意識のバイアスを外すコ
ツを伝授していただく。

【傾 聴 力】北島 明佳 氏（元気会横浜病院 理事長）
治す医療から支える医療へ をテーマに、病気を抱えていてもいかにその人らしく生きていくのかを医療と介護の
両面から患者さんとその家族を支援される医療を行っている。
能動的に聴くために、話し手聞き手の双方にとって気付きの多い場にする流れをつかむコツを学ぶ。

【共 有 力】松岡 恭子 氏（株式会社スピングラス・アーキテクツ/ 株式会社 大央 代表取締役）
建物に限らず様々なものを設計する建築家。大学で研究や教育に携わり、NPO を通した社会貢献活動も行う。
建築家である講師の仕事(作品)にて、依頼から設計、施工、完成までの流れで想いをどのようにプロジェクトメ
ンバーに共有してきたか？を中心に講義し、背景から成果物までのフローに当てはめながら論理的にクリアする方
法を学ぶ。これは“次元を上げる”について考える基礎にもつながる。

【感 知 力】浅野 泰生 氏（株式会社 think shift 代表取締役）
２代目、３代目経営者が会社を引き継いだ後の経営者支援サービスをメインに展開。事業承継経験者だからこそ
提供できるメソッドを駆使し、多くの後継経営者を支えている。

■開催要項
開催日

2020 年 11 月 18 日(水)・19 日(木)、12 月 2 日(水)・３日(木)

料 金

180,000 円(税別)

定 員

開催時間
全 4 日間

開催場所

※2 名様のお申し込みの場合、お 2 人目は 150,000 円(税別)です。

12 名程度
最大 100 名収容のセミナールームの 50％（50 名）を上限として考え、それ以下の
12 名を定員と設定。入室時には体温測定、手指消毒を準備。マスク着用を徹底します。

11 月 18 日(水)：10:00～17:00、11 月 19 日(木)：9:30～17:00
12 月 02 日(水)：10:00～17:00、12 月 03 日(木)：9:00～17:00
※ 最終日はプレゼン成績発表、講師講評があります。また、派遣元企業の幹部の方々には web
でプレゼンの様子をご覧いただくように準備しています。
日本財託様 セミナールーム（新宿駅 徒歩約 8 分）
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-22-2 新宿サンエービル 13 階

※全日程受講者のみが対象となります。
※料金の中には、テキスト代（講師書籍など）、最終日の昼食代、及び、初日と最終日２回の CUBIC テスト費用など一切を含
みます。

ＦＡＸ番号 ０３－３２３２－１１９８
参加お申込書
下記の通り 申し込みします。
申込日

２０２０年

月

日

会社名
〒

－

所在地
ＴＥＬ：（

）

－

ＦＡＸ：（

）

－

フリガナ
お申込み
ご担当者様

氏名
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

＠

◆ご参加者情報
ﾌﾘｶﾞﾅ
ご参加者氏名
＠

メールアドレス
生年月日
性別

昭和 ・ 平成

年

男 ・ 女

日（

歳）

勤続年数

部署
職歴

月

年

役職
現在の職場でのキャリアを簡単にご記入願います。

ﾌﾘｶﾞﾅ
ご参加者氏名
メールアドレス
生年月日
性別

＠
昭和 ・ 平成

年

男 ・ 女

部署
職歴

月

日（

勤続年数
役職

現在の職場でのキャリアを簡単にご記入願います。

ダンコンサルティング株式会社
〒１６９－００７５東京都新宿区高田馬場２－１８－６ 柳屋ビル６Ｆ
TEL ０３－３２３２－１４０９ FAX ０３－３２３２－１１９８

歳）
年

