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一般社団法人 

日本産業訓練協会 
講座案内 

 

３日間コースアレンジ版   管理者が管理者であるために 

ＭＴＰ（マネジメント研修プログラム）コース 
Management Training Program 

 

■ねらい 

業種、職種、職位を問わず、部下・メンバーを持つマネジャー（管理者）にとって必要不可欠な、 

マネジメント(管理)に関する知識・技能・態度を習得し、主体的に行動できる『管理力・指導力』 

を身につけていただきます。 
 

■特色 
 

●その歴史と確かな実績！ ＭＴＰは、今ある日本のすべての管理者研修の母体です。 

 『基本的・基礎的な考え方』『原理・原則』『取り組み姿勢』等、マネジメントの根幹をすべて 

網羅した、優れた「マネジメント研修プログラム」です。 

●理論を知識として詰め込むのではなく、行動として継続的に実践するために、心から理解する 

まで参加者同士、意見を出し合いながら学んでいただきます。 

   ●上司・部下との関係、同僚とのライバル心、先輩や後輩への配慮や遠慮など、現実に起こった 

    事例をもとに、“人間の深層心理に寄り添い 人の気持ちにフォーカス”した内容で進めます。 

 

■対象者                 

⚫複数の人と共に職務を遂行する責任を持つ方 

⚫ある仕事の遂行についての権限と責任を持つ方 

〔組織の長、マネジャー、グループリーダー等〕 

 

■開催日時 

令和 4年 12月 6日(火)～8日(木) 
・12.6(火 ) 9:30～18:30 

  ・12.7(水 ) 9:30～18:30 
・12.8(木 ) 9:30～17:00  計２２ .５時間  

 

■ お申込み方法 （申込〆切日：１１月２２日･火） 

・Ｗｅｂでのお申込みの場合 

  日本産業訓練協会【九州事務所】→ 「公開講座」→ 

「お申込み方法」 → 「インターネット申込画面」 より 

必要事項をご記入の上、ご送信ください。 

※その際、ご受講者の E-mail も必ずご記入願います。 

http://www.sankunkyushu.jp/ 

・ＦＡＸでのお申込みの場合 

裏面申込書欄にご記入の上、ＦＡＸしてください。 

いずれも、お申込み後、視聴準備要領、招待ＵＲＬ・ 

ＩＤ・パスワードなどをご案内申し上げます。 

❖お預かりした個人情報は、適切・厳重に管理いたします。    

■ ご受講に際してのお願い 

・Zoom をインストールの上、パソコンでご参加ください。 

・Web カメラ・マイク付きのパソコン、Wi-Fi の場合の 
速度は 30Mbps 以上、イヤホン使用 にてご参加 
ください。 

・ご受講者お一人につき１端末 でのご参加でお願い 
いたしております。 

 

■受講料（資料代含む。消費税込み） 

 定 価 70,950 円 

 会員Ａ 57,200 円 （産訓会員） 

 会員Ｂ 60,500 円 （福岡経協会員） 

 

■講師紹介 

       森山 順子（もりやま じゅんこ） 

          (一社)日本産業訓練協会 講師 

・産訓認定  ＭＴＰインストラクター 

・産訓認定  ＴＷＩ -４Ｊ  トレーナー 

 

 大手出版社で営業、リーダー研修講師を務めた後、2013 年 

独立。コミュニメーション力を伸ばす研修および会社への 
帰属意識を高める研修を得意とする。「楽しみながら考えな 
いと学びは生まれない」をモットーに、ワークを中心とした 

笑顔の絶えない研修を実施、高い評価を得ている。

後援：福岡県経営者協会 

Zoomオンライン講座 



申 込 書 

Ⅵ 良いマネジメントの実現 

良いマネジメントを実現するためのリー
ダーシップと組織の活性化 について 

効果的なリーダーシップ実践 

組織を活性化させるための 
着眼点 

Ⅳ 信頼関係の形成 

メンバーとの信頼関係を形成するため
のマネジメント行動 について 

メンバーの欲求不満への対処 

望ましくない態度を変えるには 

ハラスメントの解決手順 

Ⅱ マネジメントプロセス 

組織目標を達成するための４つの関連
したプロセスの役割 について 

計画  指揮･命令 (指示 ) 
統制  調整 

 

Ⅴ 育成と啓発 

メンバーの能力を最大限に引き出し、
育成することの必要性と方法 について 

メンバー育成の責任と進め方 

育成の機会と方法 

ＯＪＴの理解と進め方 

 

 

Ⅰ マネジメントの基礎 

マネジャーに必要な「共通的・基本的な
ことがら」 「常に変わらない心がまえ・
姿勢」 について 

あるべき姿のつくり方 

「人」の行動分析、統制の限界 

Ⅲ 問題解決とリスクマネジメント 

問題解決をするにあたっての提起のあ
り方や手順 & “改善はしたけれど” に
ならない改善方法 について 

問題と問題意識、解決手順 

現方法の見直しと改善手順 

 

 第 1 日目 <9:30~18:30> 第 2 日目 <9:30~18:30> 第 3 日目 <9:30~17:00> 

9:30 
 

 

 

12:00 

13:00 

 

 
17:00 

18:30 

Ⅰ マネジメントの基礎 

1.マネジメントの基本的な考え方 
 

2.マネジメントと人間行動及び組織 

5.統制 <組織目標の達成管理> 

6.調整 <調和と均衡の保ち方> 
 

Ⅲ 問題解決とリスクマネジメント 

7.問題解決の基本 

10.人をめぐる問題の解決 
 

Ⅴ 育成と啓発 
11.育成の考え方 

12.メンバーの育成 

昼 休 み  昼 休 み  昼 休 み  

＜2.の続き＞ 
 

Ⅱ マネジメントプロセス 
3.計画 <基準の考え方、立て方＞ 

4.指揮・命令(指示) 

8.仕事の改善の実践 
 

Ⅳ 信頼関係の形成 
9.欲求不満への対処と態度の啓発 

Ⅵ 良いマネジメントの実現 
13.リーダーシップ 
14.マネジメントの展開 

(17:00 閉講) 

 

☆途中休憩は、オンラインを考慮した回数・時間で適宜、設けます。 

 

 

  

    

 

        

 

 

 

 

 

■お問合せ・お申込み先 

(一社)日本産業訓練協会 九州事務所事務局 

TEL：092-715-0568 ／ FAX：092-781-4149  〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 電気ビル共創館 6F 

受講料は以下に記載の銀行へのお振込みでお願いいたします。 

受講料の払い込み期限は設定しておりません。御社の規定にお合わせください。 

振込銀行   なお、恐縮ですが、振込手数料は別途ご負担いただきますようお願い申し上げます。 
 西日本シティ銀行 赤坂門支店 (普通) 1003884   福岡銀行 赤坂門支店 (普通) 1379054 
口座名義：一般社団法人日本産業訓練協会(ニホンサンギョウクンレンキョウカイ) 

  
                     ※この情報は、講座運営及び当協会からの情報提供の業務以外には利用いたしません。 

 

TO 産訓九州   FAX：092-781-4149 

2022.12.6~8 【Zoomオンライン】 「第３回 ＭＴＰコース」 ＜３日間コースアレンジ版＞ 

〔年度内４回開催。 第１回 R4.6.7-9 第２回 R4.10.18-20<Zoom> 第４回 R5.3.7-10<Zoom：4 日間標準ｺｰｽ>〕 

会社名 
TEL ： 

FAX ： 

所在地 〒 

連絡担当者 
所属 

E-Mail： 
役職 

参加者氏名(ﾌﾘｶﾞﾅもお願いします) 所属・役職 参加者 E-Mail 

 

(   才) 

  

 

(   才) 

  

 該当にチェックしてください。 
 □会員Ａ □会員Ｂ □一般   請求書 □郵送 □ＰＤＦ添付 □不要 ≪お支払いは銀行振込でお願いいたします≫ 


