
研修効果を最大化するためのポイントセミナー研修効果を最大化するためのポイントセミナー

セミナーのポイント

①　OFF-JT型研修の効果を最大化するための具体策を、理論に基づき実践的に解説いた
しますので、研修の企画にお役立ていただけます。

② 研修効果を高めるために近年、企業の注目度が高まっているツールをご紹介いたします。

2012 年８月９日（木）13：00～17：15 渋谷 ・ 生産性ビル（渋谷駅から徒歩７分）

日本生産性本部
主席経営コンサルタント　木下　耕二 氏

朝日ネット グローバル戦略室　宮崎　敬子 氏

日時

講師

対象

会場

参加費
（賛 助 会 員 様）   15,000 円
（一般のお客様）   20,000 円 
 ＊参加費には資料、 消費税を含みます。人事教育、 労働組合、 管理職　など
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人事実務セミナーシリーズ

17：15終了

13：00開始

Ⅰ．そもそも研修の効果ってなんだ？

Ⅱ．人はなぜ学ぶのか～そもそも論～に基づく具体策
　知的好奇心をくすぐる、 ビビらせる （恐れ）、 安心空間

Ⅲ．心理学・モチベーション理論に基づく具体策
　外発 ：成果、 報酬　　内発 ：自己効力感、 没頭 （フロー）

Ⅳ．マーケティング理論に基づく具体策
　受講者 ・ ステークホルダーの真のニーズ、 受講者セグメンテーション

Ⅴ．教育理論に基づく具体策
　注意→関連→自信→満足、 学習課題と指導方略

Ⅵ．その他
　OJT ・ OFF-JT ・ 自己啓発の相乗効果、 レイアウト、 講師力　等

Ⅶ．研修効果を高めるためのツール紹介
　クラウド型研修ツールを活用した最新事例

※Ⅶは宮崎講師が担当 （45 分）



OFF-JT型の研修では、「（研修内
容が）分からない」、「実際の仕事
に役に立たない」など理解度・習
得度に差が生じたり、効果が一時
的なものになったりするなどの問
題が生じることが多々あります。
このような問題の発生を防ぎ、研
修効果を最大限に高めるための具
体策を、理論を踏まえつつ、解説
いたします。

開 催 趣 旨

【賛助会員ご入会のおすすめ】

日本生産性本部の活動に賛同 ・ 協賛いただく賛助会制度にご入会いただくと、 事業参加費の割引など各種特典がございます。 ご入会につきまして
は上記までお気軽にお問い合わせください。

１．参加申込によりご提供いただいた個人情報は、当本部の個人情報保護方針に基づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。なお、当本部個人情報保護方針の内容につ
いては、当本部ホームページ（ http://www.jpc-net.jp/） をご参照願います。 参加されるご本人、派遣責任者の皆様におかれましては、内容をご確認、ご理解の上、お申込
いただきますようお願いいたします。　２．個人情報は、本セミナーの事業実施に関わる参加者名簿等の資料等の作成、ならびに当本部が主催･実施する各事業におけるサー
ビス提供や事業のご案内、 および顧客分析･市場調査のために利用させていただきます。　３．本セミナーの事業実施に関して必要な範囲で参加者名簿等の資料を作成し、
当日講師、参加者等の関係者に限り配布させていただきます。但し、前述の場合および法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。
　４．案内状や参加証、テキストの送付などを外部に委託することがありますが、委託先にはご本人、ご連絡担当者へのサービス提供に必要な個人情報だけを開示し、サー
ビス提供以外に使用させることはありません。　５．ご本人からの求めにより、開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第
三者への提供の停止に応じます。この件については、ワークライフ部（担当：栗林、Tel 03-3409-1121）または総務部個人情報保護担当窓口（Tel 03-3409-1112）まで
お問合せください。【責任者：個人情報保護管理者（総務部長）】　６．お申込書に個人情報を記入するか否かの判断はお客様次第ですが、必要な個人情報が不足していた場合は、
当本部からのサービスの全部、または一部をご提供できないことがあることをご了承願います。　７． 本案内記載事項の無断転載をお断りします。

個人情報の取扱について

研修効果を最大化するためのポイントセミナー　参加申込書

年　 月　 日

貴 組 織 名

所　在　地
派遣責任者氏名

所属・役職

参加者氏名

ふ り が な

所属・役職名

参加者氏名

ふ り が な

所属・役職名

T E L

F A X

（〒　　－　　　）

【通信欄】参加費（1名）　賛助会員様：15,000円×　　　名
　　　　　（消費税込み）　 一般のお客様 

　　　　　※請求書（要・不要）

下記の「個人情報の取扱について」に同意の上申し込みます

：20,000円×　　　名

お申し込み・お問い合わせ先

 TEL.０３（３４０９）1121　FAX.０３（３４０９）1007
（財）日本生産性本部　ワークライフ部　（担当 ： 栗林）　〒150-8307 東京都渋谷区渋谷 3− 1 − 1

講 師 略 歴

木下　耕二 氏（きのした　こうじ）　

日本生産性本部　主席経営コンサルタント

鹿児島大学法文学部卒業後、清涼飲料メーカーにて勤務。日本生産性本部経営
コンサルタント養成講座を修了、本部経営コンサルタントとして、企業の診断指
導、人材育成の任にあたる。３年前に主力ビジネスドメインを経営コンサルティン
グから人材育成へシフト。現在人材育成コンサルタントとして活躍中。

宮崎　敬子 氏（みやざき　けいこ）　

株式会社朝日ネット　グローバル戦略室　グループリーダー

早稲田大学商学部卒業後、公認会計士試験に合格し、監査法人トーマツに入所。
法定監査、株式公開支援等に従事する。2011年5月、独立系インターネットサービス
プロバイダーである朝日ネットに入社、クラウド型教育システムmanaba（マナバ）の
展開に従事、グローバル人材育成に幅広く携わる。

お申し込み方法

１．お申込みは「参加申込書」に所要事項をご記入のうえFAXでお送り下さい。
２．参加証とご請求書を開催10日前をめどにお送りいたします。
３．参加費のお支払いは開催日までに、下記の金融機関の当本部口座にお振込み下さい。
　　【口座名義：（財）日本生産性本部】
　　みずほ銀行　渋谷中央支店（当座預金 No. 0110333）
　　三井住友銀行　東京営業部（当座預金 No. 0257613）
　　三菱東京UFJ銀行　渋 谷 支 店（当座預金 No. 9003703）
　　中央労働金庫　渋 谷 支 店（当座預金 No. 1004724）
４．開催日の7営業日前からキャンセル料金が発生しますのでご了承ください。

8月1日（水）～8月3日（金）：参加費の30％
8月6日（月）～8月8日（水）：参加費の50％

当日《８月９日（木）》：参加費の全額

【会場地図】 日本生産性本部ビル （渋谷駅　徒歩７分）
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