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業績へのコミット
が⾜りない

コスト意識
が⾜りない

優秀な⼈材が
退職してしまう

⼀⼈で仕事を
抱え込んでいる

指⽰しても
動かない

ボトムアップ
がない

部下をモチベート
＆育成できない

ヴィジョンを
⽰せていない

部下とコミュニケーション
がうまくとれていない

このようなお悩みはありませんか︖

経営者が抱く
マネジメントの悩み

先⾏き不透明で、予測不可能なVUCA時代の対応には
トップダウン組織からの脱却が不可⽋。⾃⾛型組織となるべく

社員の主体性や創意⼯夫、情熱を引き出す幹部⼈材を育成する︕



⼈材育成が重要だと思っていても、
どうすれば良いのか分からない。そして後回しになる・・・
研修でいいこと聞いても実務に活かせない

どんな仕事であっても成果を出すためには、⽬標を達成
しようとする「やる気」と「スキル」が必要です。この⼆つは
共に重要ですが、どちらが優先かといえば「やる気」です。
その気持ちが⼗分に強ければ、スキルが⾜りない場合で
も「学ぼう」「研修を受けよう」「チームを改⾰しよう」とい
う気持ちが起こります。つまり⼈材育成の本質は、⽬標
を達成しようと思う「⾃発性を⾼めること」にあります。そ
こで当スクールでは、マネージャーが⾃らの⾃発性をセル
フコントロールし、さらに部下の⾃発性を⾼めるためのマ
インドセット・スキルセットを⾝につけます。

「ウチの業界」にも通⽤する⼈材育成⽅法

スクールのポイント

Point１ Point２ Point３

スクール卒業後の成⻑イメージ

成⼈教育論の研究から、⼤⼈の学び⽅には２つの特
徴があることが分かっています。⼀つは、⼤⼈は「学習が
必要」だと感じなければ学ばないこと。⼆つ⽬は、⼤⼈
の学習は「経験が中⼼」であることです。このことから座
学主体の知識詰め込み型研修では、⼤⼈は学べず、
研修に⾏っても実務に活かせないという状況に陥りがち
です。当スクールは、参加者が模擬事例に取り組む「体
験型」プログラムを特徴としており、アウトプットのトレーニ
ングを重ねることで、実務でも活⽤可能な知⾒を学びま
す。

学びの質を⾼める
実践型の学習プログラム
異なる企業のマネージャー同
⼠でチームを作り、模擬事例
の課題解決に取り組み、他者
との対話を重ねます。各回で
のアウトプットに加えて、全6回
開催後には⾃社にて組織改
⾰プランをプレゼン頂き、スクー
ル卒業後に⾃⾛できる状態を
つくります。

現場での実践を促す
⽉イチ・コーチング

育成の⽅向性を確認する
経営者⾯談

学びを現場で活かすためには、
マネージャーの⾃発性と⾃⼰
効⼒感を⾼める必要がありま
す。毎⽉受講者に対しコーチ
ングを⾏い、個⼈ヴィジョンの
探究・思考の拡充を⽀援し、
実践やチャレンジを後押ししま
す。現場での実践がマネー
ジャーとしての成⻑となります。

⾃発性を⾼めるために、スクー
ルではマネージャーの個⼈ヴィ
ジョンと経営者のビジョンをつな
げていきます。スクール期間中、
経営者と講師との間で⾯談を
⾏い、育成指針となる経営者
のヴィジョンのすり合わせを⾏い、
スクールでの学びに反映させて
いきます。

①経営者と共にヴィジョンを掲げて部下を牽引できる

6ヶ⽉間のスクーリングを経て、下記パフォーマンスを
発揮できるようマネージャーの成⻑を⽀援します。

②部下の可能性を引き出し、成⻑を促すことができる

③物事の本質を捉え、解決策を実⾏に移すことができる



⾃⾛型組織をつくる4つの要素

⾃
⾛
型
組
織

実現したいと思えるヴィジョン

組織内の⼼理的安全性

本質を⾒るためのシステム思考

傾聴による質の⾼い対話

スクールのプログラム

⾃⾛型組織をつくる上で、⾃発性の源となるヴィジョンは他⼈から教わ
るものではなく、本⼈が⾃分で気づくものであり、実践の振り返りから探
究することが肝要です。また表⾯的な問題に振り回されず原因構造を
循環的に捉えるためのシステム思考はアウトプットを繰り返しトレーニン
グすることで培われます。臭いものに蓋をしない議論のための⼼理的安
全性、可能性を引き出す対話(ダイアローグ)は、⾃分と相⼿の違いを
認識することからそのスキルとマインドが⾝につきます。当スクールでは、
この4要素を体現できるマネージャーを育成します。

⾃⾛型マネージャーの育成ステップ

知識を広げる

探究する

⾼める

【知識を広げる】
知識がなければ何をすればいいか、イメージができません。まずマネージャーが⾝につ
けるべきは、組織変⾰のプロセスと組織課題の本質的な構造についての知識です。
【探究する】
⼈材育成においてアドバイスやフィードバックは無⼒です。⾃分で気づかないと変化
は起きません。気づきを得るために、まずは⾃分のありたい姿を探究します。ヴィジョ
ンのに気づくことで⾏動が変わり始めます。
【⾼める】
⾃⾛型組織をつくるためには思考の質・関係の質を⾼めることが必要です。思考の
拡⼤・相互理解を深めるための対話(ダイアローグ)を学びます。

・スクーリングでの学びを
実務に落とし込む

・困難への⾏動を促すこと
で、成⻑を後押しする

・他社の管理職とチームを組み、
課題解決に向けて議論

・考え⽅を広げるとともに、実⾏
⼒を⾼める

・受講者の学び状況を報告
すると共に、会社として
「どのように成⻑してほしい
か」を研修に反映させる

・スクールでの学びを活かし、
組織をどのように変⾰して
いくか、実⾏プランをアウト
プットします
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❶ アウトプット型研修
（⽉1回 スクーリング）

❷ 現場での実践サポート
（⽉1回 コーチング）

❸ ⽅向性の擦り合せ
（⽉1回 経営者報告）

受講者プレゼン
（Day6後、⾃社にて）

⽇程 テーマ 内容

Day1
(9/28)

⼈材育成の
メカニズム
を理解する

⼈がどんな時、どのように学ぶのかを知り、課
題解決ワークショップによって部下への関わり
⽅を模擬体験します。

Day2
(10/26) 

組織変⾰の
プロセス

を理解する

組織が何に影響を受けるのか、組織はどのよ
うに動くのかを知り、⾃組織の課題・打ち⼿の
⽅向性を検討します。

Day3
(11/30)

個⼈ヴィジョン
の探究

⾃⾝のあり⽅を振り返り、個⼈ヴィジョンを明
確にし、⾃⾝が仕事において成し遂げたい
事・取り掛かるべきことを整理します。

Day4
(12/21)

組織ヴィジョン
の探究

ケースを⽤いて個⼈ヴィジョンと組織ヴィジョン
の関係性を理解し、⾃分の部下に発信する
組織ヴィジョンを整理します。

Day5
(1/25)

リーダーシップの
要因を理解する

リーダーシップとマネジメントの違いを認識し、
課題解決ワークショップを通じて、⾃⾝が発
揮するリーダーシップを検証します。

Day6
(2/22)

⽬標設定の
本当の使い⽅

を知る
⽬標設定と組織変⾰の関係性を知り、⾃部
⾨の変⾰プランのまとめを⾏います。
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●受 講 申 込 者●
受講者 ⽒名(ふりがな) 年齢 所属・役職 管理職歴

①

②

■個⼈情報の取扱︓皆様から御提供頂いた個⼈情報は、弊社社内規定に従い厳重に管理致します。また、御提供頂いた個⼈情報は本セミナー開催及び
弊社サービスの提供に使⽤させて頂きます。利⽤⽬的及び利⽤範囲以外の利⽤・第三者への情報提供は⼀切⾏いません。
本情報の開⽰・訂正・削除を希望される場合は、下記連絡先まで、ご連絡下さい。

■受講費⽤について︓Day1開催前に請求書を発⾏させていただきますので、指定の⼝座へお振込み願います。弊社都合による場合を除き、受講料の返⾦は
出来かねます。 予めご了承下さいませ。

■留意事項︓研修中の撮影、録⾳、パソコンの使⽤はお断りさせていただきます。ご同業の⽅のご参加は、恐れ⼊りますがご遠慮願います。

お問合せ︓ DaBaDee株式会社 〒920-0901 ⾦沢市彦三町1-2-1 アソルティ⾦沢彦三町ビル1F
WEB:http://www.dabadee.biz TEL:080-3048-0011 MAIL:takakuwa@dabadee.co.jp

お申込みはこちらからご連絡ください

開催⽇時︓全6回、全⽇程ともに 18:00〜20:30

［Day1］2022年9⽉28⽇(⽔)   ［Day2］10⽉26⽇(⽔) ［Day3］11⽉30⽇(⽔)

［Day4］12⽉21⽇(⽔) ［Day5］2023年1⽉25⽇(⽔)   ［Day6］2⽉22⽇(⽔) 

開催会場︓⽯川県地場産業振興センター 本館 第8会議室 (⽯川県⾦沢市鞍⽉2丁⽬1番地）

受講定員︓10名（1社2名まで、⼀業界からの参加は⼀社のみとさせて頂きます）

定員超過、同業界から複数社のお申込みを頂いた場合、先着順とさせて頂きます。

受講対象︓管理職として組織を牽引してほしい⽅、 次世代経営幹部としての活躍を期待する⽅

受講料⾦︓80,000円（税抜）

申込締切︓9⽉21⽇(⽔)
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お申込専⽤
Webフォーム

FAX︓050-3383-1063 または

講師プロフィール

髙桑由樹
DaBaDee株式会社代表取締役
全日本能率連盟マネジメント・コンサルタント
国家資格キャリアコンサルタント

リクルートにて2年連続、年間営業成績1位。全社MVP受賞。
2016年より企業の活性化を通じた地域活性化に向けて
企業の人材育成支援、組織の右腕人材育成に従事している。

鈴木敦子
株式会社Starting Point 代表取締役
好奇心と欲求を探究する行動促進研究家
組織開発コンサルタント・ビジネスコーチング

リーダー層を対象にコーチングや部下育成、チームビルディングトレー
ニングをしている。2009年に独立。物流業界世界トップ企業から個人
向けまで、幅広く人材育成に携わっている。


