
上半期開催スケジュール
2022年4月～9月

URL： https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/event/

こちらからもお申込みいただけます

申し込む 申し込む 申し込む

主に課長の育成に焦点をあて、本学の事例やソリューション
も紹介しつつ、マネジャー教育のあり方を皆様と一緒に
改めて考え・見直していく機会をご提供します。

ジョブ型雇用を取り巻く誤解や功罪を共有しながら、既存
の自社人事制度の仕組みを再点検し、時代適応可能となる
見直しへの着眼点とその対応のあり方をご紹介します。

「思考力」の全体像の整理と今後強化すべき思考力のあり方を
ご紹介します。また、具体的なアプローチとして、昨今注目され
ている「クリティカルシンキング(批判的思考)」を実践場面で
展開するノウハウとして整理したNewプログラムもご紹介します。

本学では、仮説立案に必要な要素を理解し、「筋の良い」
仮説に至るプロセスや思考習慣を確立するための研修プロ
グラムを開発しました。プログラム開発を担当した研究員
が本研修のエッセンスをご紹介します。

❶チェックイン

❷変化の激しい時代に期待されるマネジメントとは？

❸マネジャー育成の適切なタイミングを考える
　～新任マネジャー教育はベストなタイミングか？～

❹増加してきている既任マネジャーへの教育（事例）
　～マネジメントを経験したことで味わう苦悩～

❺チェックアウト
　～質疑応答～

❶ジョブ型雇用が求められる背景とその功罪
～本学が考えるジョブ型雇用の定義と企業ニーズ、ジョブ型
　　雇用がもたらす自社への影響～

❷役割等級制度の本来機能を再考する
　～役割等級制度の活用可能性～

❸仕組みと運用の両面を時代に適応させる
　～制度の再構築とマネジメントの強化～

❹Q&A

❶実践への基盤として「思考力」が今注目される理由
～今の事業環境や教育の潮流の中で、人が考えることの意義とは～

❷思考法の全体像とこれから重視すべき思考のあり方　
～数多ある思考法の整理と、本質への問い直し(思考の厚み)

　　の重要性～

❸“厚み”のある思考への実践アプローチ
～New「クリティカルシンキング研修」の概要紹介、批判的
　　思考を発揮すべき４つの実践場面展開で学ぶ～

❹思考力強化とクリティカルシンキング導入に向けて
　～お客さまからの声にこたえるFAQ～

❶ビジネスにおける可能性を広げる「仮説思考」
　～不透明な時代だからこそ、仮説を立てる意義とは～

❷日常は仮説であふれている　
　～仮説の定義と種類、日々の思考と仮説～

❸ビジネスにおける仮説思考実践のためのヒント
～“筋の良い”仮説立案のカギ、仮説と創造力、妥当な
　　仮説かどうかを判断するための「４＋１」～

❹仮説思考力強化に向けた取り組み
　～お客さまの声にこたえるFAQ～

申し込む

学校法人産業能率大学 総合研究所 人事・マネジメント研究
センター 主席研究員　関 直治

同研究センター 主幹研究員　米井 隆

学校法人産業能率大学　経営管理研究所 人事・マネジメント
研究センター 主席研究員　関 直治

同研究センター 研究員　中拂 美樹

学校法人産業能率大学 経営管理研究所 技術経営・コミュニケー
ション研究センター長 主席研究員　小林 幸平

同研究センター 主幹研究員　金田 良子

学校法人産業能率大学 総合研究所
技術経営・コミュニケーション研究センター
主幹研究員　山田 弘道

※期間内は24時間ご視聴いただけます。

※２０２１年度にご好評いただいたイベントの
　再配信です。

※イベントテーマや内容、実施時期は変更になる可能性があります。

2022/6/14    9:00～6/17    17:00火 金 2022/7/12    9:00～7/15    17:00火 金 2022/7/26    9:00～7/29    17:00火 金 2022/8/23    9:00～8/26    17:00火 金

ライブ配信
（Zoomウェビナー）

オンデマンド配信
（収録動画配信／ＵＭＵ）

マネジメント教育のあり方を問い直す
～課長が育つための適切なタイミングと

アプローチを再考する～

ジョブ型雇用移行への流れを問う
～成功に導く、役割等級制度を
今の時代に適応させるポイント～

今、求められる思考力強化のあり方
クリティカルシンキング(批判的思考)
“厚み”のある思考への実践展開

～付加価値を生む"筋の良い"思考法とは～
Ｎｅｗ！「仮説思考研修」のご紹介

申し込む

❶人的資本経営の本質とこれから
　～「人的資本経営に関する調査」の結果から読み解く～

❷人的資本経営に取り組むために
　～戦略と人事領域の双方から考える「人的資本経営」～

❸人的資本経営の実現に向けた動き出し
～参加者の皆さまと考える人材教育部門としての向き合い方～

❶株式会社荏原製作所様　事例紹介
～長期ビジョン「E-Vision2030」と人材開発方針の連動～
　～役割等級制度の活用可能性～
～荏原グループの持続的発展を支える人材育成を目的とした研修事例～

❷パネルディスカッション
　～第1部の内容を深掘りするセッションです～

❸Q&A

❶日本企業の実態と海外企業との比較
　～経営者がビジョンを描くことの重要性～
　～長期的な視点を持つために必要な観点～

❷経営幹部に求められる会計思考力
　～企業価値を上げるための未来への投資～
　～今求められる会計思考力とは～

❸会計思考力を定着させるためのトレーニング手法
　～会計思考力が身につくトレーニング手法とノウハウ～

❶Ｚ世代・大学生が描く2030年のウェルビーイングな社会
　～Ｚ世代の現在(いま)リアルな生活と意識～
　～Ｚ世代が描く2030年の働きがい～
～Ｚ世代を取り込むには～

❷これからの新入・若手社員育成の人材育成
　～就職先をどうやって選ぶのか～
　～組織や上司に対する期待の変化～
～新入社員・若手社員の人材育成課題と取り組みの観点～

❸質疑応答・まとめ

申し込む 申込み受付準備中

経産省産業人材課長を招聘し、人的資本経営の説明、企業
向け調査の報告等をご発表いただきます。飯塚研究員、
横溝先生を交えた対談を想定しています。

『人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書～人材版伊藤
レポート2.0～実践事例集』に事例企業として紹介されて
いる株式会社荏原製作所様をお招きし、「競争し、挑戦する
企業風土」の実現に向けた人材育成に対する考え方や人材
育成施策についてお話しいただきます。

投資の意思決定を担う経営幹部に必要不可欠な「会計思考
力」について、企業・組織の経営幹部育成に数多く携わる
コンサルタント２名が対談形式で考察していきます。

マスコミにも多数取り上げられている、全国の大学生を対象に
実施した「Ｚ世代が考えるこれからの時代の生きがいに関する
意識調査(2021)」と新入社員を対象とした「会社生活調査
(2022)」「理想の上司(2022)」を読み解き、これからのＺ世代
(今どき社員)の採用・人材育成のあり方を考察していきます。

申込み受付準備中

経済産業省 経済産業政策局産業人材課長
(併)大臣官房 未来人材室長　島津 裕紀 氏

経営管理研究所 戦略・ビジネスモデル研究センター長
主席研究員　飯塚 登

産業能率大学 大学院総合マネジメント研究科長
教授　 横溝 岳

株式会社荏原製作所 人材開発部
ダイバーシティ・キャリアデザイン課 課長　関野 夕美子 氏

株式会社荏原製作所 人材開発部
ダイバーシティ・キャリアデザイン課　西 雅樹 氏

学校法人産業能率大学 経営管理研究所
戦略・ビジネスモデル研究センター長 主席研究員　飯塚 登

同研究センター 主席研究員　松尾 泰

産業能率大学 経営学部教授　小々馬 敦

学校法人産業能率大学 経営管理研究所
戦略・ビジネスモデル研究センター 研究員　山中 悠輝

2022/8/3    13:30～14:45水 2022/9/6    14:00～15:30火 2022/9/26    15:00～16:30月

「人的資本経営」が潮流の中で
～人材育成のあり方を問い直す～

経営幹部に求められる会計思考力
～経営幹部候補、次世代リーダーに長期的な
視点を持たせるための会計思考力とは～

"競争し挑戦する人材を育成する" 
株式会社荏原製作所様の企業風土づくり
～人材戦略と育成施策において大切にしていること～

～本学調査による現役学生「働きがい調査」と
新入社員「会社生活調査」から未来を読む～
Ｚ世代(今どき社員)の採用・人材育成を考察する

人的資本経営の本質とこれから
～「人的資本経営に関する調査」の結果から読み解く～

人的資本経営に取り組むために
～戦略と人事領域の双方から考える「人的資本経営」～

人的資本経営の実現に向けた動き出し
～参加者の皆さまと考える人材教育部門としての向き合い方

産省産業人材課長を招聘し、人的資本経営の説明、企
け調査の報告等をご発表いただきます。飯塚研究
溝先生を交えた対談を想定しています。

経済産業省 経済産業政策局産業人材課長
併)大臣官房 未来人材室長　島津 裕紀 氏

経営管理研究所 戦略・ビジネスモデル研究センター長
主席研究員　飯塚 登

産業能率大学 大学院総合マネジメント研究科長
教授　 横溝 岳

好評につき
終了しました

多数のご視聴
ありがとうございました。

2022/5/26    13:30～15:00木

に課長の育成に焦点をあて、本学の事例やソリューショ
紹介しつつ、マネジャー教育のあり方を皆様と一緒
めて考え・見直していく機会をご提供します。

チェックイン

変化の激しい時代に期待されるマネジメントとは？

マネジャー育成の適切なタイミングを考える
～新任マネジャー教育はベストなタイミングか？～

増加してきている既任マネジャーへの教育（事例）
～マネジメントを経験したことで味わう苦悩～

チェックアウト
～質疑応答～

学校法人産業能率大学 総合研究所 人事・マネジメント研究
ンター 主席研究員　関 直治

同研究センター 主幹研究員　米井 隆

02022//66// 914    9:00 600～6//17    17:0000

好評につき
終了しました

多数のご視聴
ありがとうございました。

ョブ型雇用を取り巻く誤解や功罪を共有しながら、既
自社人事制度の仕組みを再点検し、時代適応可能とな
直しへの着眼点とその対応のあり方をご紹介します。

ジョブ型雇用が求められる背景とその功罪
～本学が考えるジョブ型雇用の定義と企業ニーズ、ジョブ
雇用がもたらす自社への影響～

役割等級制度の本来機能を再考する
～役割等級制度の活用可能性～

仕組みと運用の両面を時代に適応させる
～制度の再構築とマネジメントの強化～

Q&A

学校法人産業能率大学　経営管理研究所 人事・マネジメン
研究センター 主席研究員　関 直治

同研究センター 研究員　中拂 美樹

02022//7//77 9912    :0000～7//777 17515    :0000

好評につき
終了しました

多数のご視聴
ありがとうございました。

https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/event/detail/10839.html
https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/event/detail/10840.html
https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/event/detail/10902.html



