
心理学を活用した 
   リーダーシップセミナー 

 変化の激しい時代において、企業はさらなる成長・発展を続けています。一方で、人の心は未熟になった
といわれ、管理者は部下の「心の状態」を理解し、価値観の異なる部下への場面ごとの対応が必要となります。
魅力的なリーダーとして信頼される第一歩は、自立心を養うことです。そして、愛情を持って接することが
リーダーの行動の基本といえます。自分自身を成長させながら職場の人々を効果的に動かし、成果を示してい
くことが魅力あるリーダーの備えるべき能力のひとつです。 
 本セミナーでは、自分を知り、業務推進能力と人間的魅力づくりを学ぶことによって、職場のより良い人間
関係づくりと活性化を目的としています。 

一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 常務理事 
日本産業カウンセラー協会登録 産業カウンセラー 
中央労働災害防止協会登録 心理相談員 
共同通信社政経懇話会 登録講師 
新潟大学教育学部 非常勤講師 
 

担当講師 ３ 大 西 金 吾  

～部下に元気を与えるのは上司の大切な役割である 

愛情と努力がなければ人は育たない～ 

 受講料：12,960円（本体12,000円 消費税8% 960円） 

 教材費：  2,040円（本体1,889円 消費税8% 151円） 

※会場、講師の都合により講習時間が変更になる場合があります。講習時間は受講票でご確認ください。 

会　場 開　　催　　日 時　　間場　　　所

 新潟ウェルネス
 (新潟市西区北場1185-3）

50 名新 潟

定員

1日目 9：30～16：30
2日目 9：30～16：30

２０１９年　７月 １７日（水）・１８日（木）

新潟労働局長登録教習機関 一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 教育研修部 

  15,000 円 

講習日程・会場（2019年度） １ 

講習料金 ２ 

【略歴】 
１９４８年 南魚沼市生まれ 
１９７２年 一般社団法人 日本能率協会 入社 
       社員教育研修事業や国際見本市等の事業を担当し、海外研修を体験。 
１９７６年 一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 入社 
       健康増進分野の担当として４０年間各種研修会に参加。 
       官公庁を中心に各種セミナーを開催。担当した講演・セミナーは４３００回を超える。 
１９８９年より、新潟県庁、教育庁、県警察職員の「メンタルへルスセミナー」を受託し好評を博す。 
２００１年より、「管理職マネジメントセミナー」を開催し、一般企業のリーダーシップ養成に力を注ぐ。 
２００５年より、日野原重明先生提唱の「新老人の会」新潟支部事務局長として、生きがいづくりの 
         ボランティア活動を積極的に行う。 
２００９年４月～９月まで、ＮＨＫ新潟放送局のラジオ番組「朝の随想」を担当 
２００９年～２０１８年まで、ＮＨＫ文化センターの教養講座の講師を担当 
２０１４年 日本医師会認定 東京都医師会産業医研修会の講師を担当 
２０１６年 労働衛生功績賞「緑十字賞」を受賞       

【主な講演・セミナー実績】 
新潟県庁、新潟県教育庁、新潟県警察本部、新潟県自治研修所、東京都医師会、 
中央労働災害防止協会、新潟市役所、長岡市役所、上越市役所、新潟県市町村総合事務組合 
ＮＴＴ東日本、東北電力(株)、ＮＨＫ新潟放送局、(株)新潟日報社、東日本高速道路(株)、 
(一社)日本能率協会、第四銀行、北越銀行、大光銀行、JAバンク新潟県信連       他多数 



 当会では、お客様の個人情報を以下のように取扱います。下記の内容をご確認
いただき、同意のうえ、ご受講いただきますようお願い申し上げます。 

1．利用目的 
①受講票の作成・送付、講習案内の送付 ②講習受付 ③修了試験における本人
確認 ④修了証の作成・交付 ⑤料金の請求  ⑥修了証の再交付 ⑦技能講習修
了証明書統合発行システムにおける技能講習修了者データ提供 ⑧講習の質及
び講習実施におけるサービス向上のための意見聴取（アンケート） ⑨監督・行政
機関等からの照会への対応 
2．個人情報の第三者提供について 
お客様の個人情報は、あらかじめお客様の同意をいただくことなく、外部に提供す
ることはありません。ただし、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受け
た者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合につき
ましては、必要な範囲においてお客様の個人情報をその機関等に提供する場合
があります。 
3．お客様の権利 
当会で管理する個人情報については、法令の範囲内で、ご本人による利用目的 

一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 
会 長 今 井 哲 也 

理事長 藤 口 憲 輔 
（個人情報保護統括責任者） 
新潟市中央区川岸町1-39-5 

の通知、開示、訂正、削除、利用の停止、提供の停止を求めることが出来ます。 
また、苦情・相談に対応いたします。教育研修部または、下記の個人情報に関す
る問合せ総合窓口までご連絡ください。 

4．同意をいただけない場合について 
講習を受講するうえで、万一上記の事項について同意をいただけない場合には、
講習を受講いただけない場合がございます。上記のうち、同意しがたい事項があ
る場合にはご相談ください。利用目的については、同意いただいた後でも個別に
不同意の表明をすることが可能です（不同意の撤回を含む）。 

【個人情報に関する問合せ総合窓口】 
企画部ＩＳＯ推進課 新潟市西区北場1185-3 電話 025-379-0550（代） 

個人情報の取扱いについて ５ 

プログラム ４ 

１．あなたの職場の元気度は 
   ①人財・人材・人在・人罪とは 

２．人材育成の基本的な考え方 
   ①可能思考教育（人間教育）・態度教育・スキル教育 

３．人間の考え方の特徴と行動の特性 
   ①考え方×環境×所得の因果関係 

４．経営理念とマネジメントの目的 
   ①マネジメントの目的と定義 ②マネジメントの２大目標 

５．管理者の必要能力構成とは 
   ①ヒューマンスキル、テクニカルスキル、コンセプチュアルスキル  
    ②「昔」と「今」の管理者の能力は何が問われているか  
    ③組織の３核活動と部下を成長させる２大条件 

６．管理者の果たすマネジメントの５大機能と７つの能力 
  （チェックシートを活用して自分自身のバランスシートから学ぶ） 

   ①管理者の条件 ②管理活動の２側面とマネジメント機能 ③これからの管理者に求められるもの 

７．リーダーの能力を知る 
   ①人間的魅力と業務推進能力 ②リーダーの役割と４つのリーダーシップ･スタイル 

   ③部下の行動理解と欲求不満の防衛機能 

８．部下育成の能力の考え方 
   ①部下育成の定義 ②部下育成の４層構造 ③優れた上司とは  
    ④悪い上司、嫌な上司は類型化できなくて千差万別である 

９．部下育成能力の高め方・チームワークとコミュニケーション 
   ①勇気づけリーダーの自己点検 ②ほめ方、叱り方で大切なこと  

   ③ビデオ研修・グループ討議～２人の課長の部下指導の事例 

    ④職場のメンタルヘルス不調者への対応～対応の仕方･話を聞く時の５つの態度 

10．管理者と自己変革～人づくりは自分が成長すること 
   ①優秀なリーダーとは自分より有能な部下を育成すること  
    ②自己変革の考え方と心構え～自分を変えるのは自分しかいない 

    ③輝いている人とは～陽転思考を身につける 

11．２日間学んで気づいたことを情報交換してみましょう 
   ①部下育成には何が大切か ②自分自身がより良いリーダーになるための課題は 

   ③職場の理念は上手く運用されていますか ④リーダーとしての決意表明 

【１日目 9：30～16：30】 

【２日目 9：30～16：30】 



　※「5⃣ 個人情報の取扱いについて」をお読みになり、該当するところに✔マークをお願いします。

　　個人情報の取扱いについて　　□同意する　　□一部不同意（不同意項目：　　　　　　　　　　）

 　2019年度　　　　　　　　７　月　　１７　日　・　１８　日　　　　　新　潟　会　場

〒 職　種

昭 ・ 平　　　　年　　 　月 　　　日

き　り　と　り　線

心理学を活用したリーダーシップセミナー　申込書

一般社団法人　新潟県労働衛生医学協会長　殿 　　　　申込日　　　　　　年　　　　月　　　　日

フリガナ

当会使用欄
受講番号

事 業 所
住　　所

 部下数 ：  名

※リーダーシップに関して、特に関心があることをご記入ください。

処理欄

ＴＥＬ ＦＡＸ

(　　　　）　　　　-　　　 (　　　　）　　　　-　　　

事業所名

生年月日

所属部署
役職等

受講者氏名

受講票発送日

※２人以上でお申込みの場合、コピーをしてお使いください。

一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 教育研修部 
〒950-1187 新潟市西区北場1185番地3 TEL 025(379)1020  FAX 025(370)1788 

申 込 先 ８ 

注意事項 ７ 

申込方法 ６ 

(３) 受講取消しの場合は、開催日の３日前（土日・祝祭日を除く）までのご連絡に限り、事務手数料６００円を 
   差し引いて返金いたします。その後の取消しは、原則として返金いたしませんのでご了承ください。 

(１) 受講票は、講習日の２週間前までにご本人様又はご担当者様に郵送いたしますので、当日ご持参ください。 
   なお、開催日の１週間前になっても届かない場合はご連絡ください。 

(４) 受講者の変更は、講習開催日前日までに必ずご連絡ください。 
   ※ 開催後の変更等は、如何なる場合でもお断りしておりますのでご了承ください。 

(２) 下記の申込書に必要事項を記入の上、ご入金が確認できる書面（払込証明書等の写し）を添えて、 
    申込先までお送りください。（ＦＡＸ申込可） 

(１) 講習料金を「ゆうちょ銀行」の指定口座にお振込みください。 

※ 郵便振替の場合は、払込取扱票の「通信欄」に「リーダーシップセミナー」とご記入ください。 
※ 振込手数料は申込者のご負担でお願いします。また領収証は払込金受領証をもって代えさせていただきます。 

※ 申込書類が当会に届いた時点で受付完了となります。 
   振込みのみ、又は申込書のみの送付では受付完了とはなりませんのでご注意ください。 

口座番号：００６４０－３－１４６５６

加入者名：一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 口座番号：００１４６５６　口座名義：一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会

ゆうちょ銀行　〇六九店(ｾﾞﾛﾛｸｷｭｳ店)　預金種目：当座

郵便振替 他の金融機関からの振込

・先着順で定員になり次第締切りとなります。お電話での受付はいたしません。 
・申込状況はホームページ【http://www.niwell.or.jp】をご覧ください。 

・お申込みの講習が定員に達していた場合は、ご連絡をいたします。 

(２) 当日は、筆記用具をご持参ください。教材は当日会場で配布いたします。 

HP 



《 リーダーシップ名言集 》 

１．リーダーとは、されたら嬉しいことを率先垂範してやる。 
 

２．組織はリーダーの力量以上には伸びない。 
 

３．一流の人間になる人は、自分の基礎固めの努力をする。 
 

４．人を動かしたいなら相手の話を熱烈に聞け、 
                        リーダーは部下を勝利者に導いてやること。 
 

５．リーダーとしての魅力は専門能力が１０％、コミュニケーション能力が９０％である。 
 

６．リーダーは自分が人間的に成長した分だけ部下育成ができる。 
 

７．今の自分の能力（仕事と人柄）に部下がついてくると思うか。 
 

８．人は意気に感じると損得抜きで何かをやろうとする。 
 

９．部下を「職人型」「プランナー型」「プロデューサー型」に大別せよ。 
 

10．リーダーは好かれることが一番大事、 一人でどんなに良い考え方を持っていて 
   も駄目である、行動の基本は愛情を持っていることである。 
 

11．優れたリーダーは傍にいるだけで充実感のある人。 
 

12．最も強い人が勝ち残れるものでもない、最も賢い人が勝ち残れるものでもない、 
   唯一勝ち残れるものは変化に適応する能力をもった人である。 

自分の問題点を認識し、考え方を見直すきっ
かけとなりました。 

部下との接し方、プラス・マイナス・プラスの話
し方について実行しようと思いました。 
多くの気持ちを与えてもらい、それを活かして
いきたいと思います。 
有意義な講習会でした。 

7月頃より大分悩んでいたことが、ようやくスッキ
リとしました。とても分かりやすく、良い言葉を沢
山教えてもらいました。笑顔で職場に戻れます。 

前回ご参加いただいた 

チェックシートを通して自分をよく知ることができ
ました。今まで気づいていなかった事など再認
識でき、有意義な2日間になりました。 


