人事担当者様へ ！！

ＭＫＫ

新入社員研修のご案内

製造系企業対象！

令和3年度の新入社員研修（通い型）を開催いたします！～第10回開催！！
¶ 狙い
製造系企業に特化した新入社員研修（通い、3日間）を開催致します（単なるマナー教育ではありません！）。
◎製造業における業務遂行上の基本的な知識の習得
◎グループワークを通じて、組織におけるコミュニケーションと協業の重要性を体験的に理解
◎法令・標準を順守する意識の醸成
企業人としての門出にふさわしい“研修の場！”を提供します。記念に研修写真アルバムを贈呈します。
終了後に研修のまとめをご報告し、今後のフォローに活かしていただきます。
¶ 内容
◎社会人の心構え、企業とは、会社生活の基本、職場のマナー・コミュニケーション等を実践的に学習
◎体験学習(紙ヒコーキ製造/グループ間競争)を通じて、目標設定、計画立案、実施、評価、対策の
ＰＤＣＡをくり返し、チームワーク(協業、コミュニケーション)の重要性を知る。
¶ 募集対象企業、対象者
◎製造系企業を対象、令和３年度新入社員（高卒、高専卒、大卒）、既入社本採用者 他
¶ 開催時期
◎令和３年４月１４日（水）～15日（金）の3日間
¶ 募集人員
◎1０名～２０名
¶ 受講料
◎4９,５00円（税込、資料・昼食代含む）
¶ 会場
◎別途
¶ 主催及び講師
◎(株)マネジメント教育研究所（三重県四日市市中里町２６－２）
◎講師は下記をご覧下さい。

講師紹介
福永昭三 ：総合担当
伊藤友木子：ビジネスマナー担当
尾之内伸浩：研修アドバイザー
金森典子 ：研修アシスタント

日 程

（株）マネジメント教育研究所所長
（株）Will Staff
（株）マネジメント教育研究所顧問
（株）マネジメント教育研究所事務局

１日目（４／１４・水）

０８：４５

準備

０９：００

開講
・自己紹介
会社生活(1)
・コミュニケーション
＜伊藤＞

２日目（４／１５・木）
グループワーク(2)
・本番機製造

３日目（４／１６・金）
会社生活(3)
・職場の管理
＜福永＞

＜福永＞

・発表準備
１２：００
１３：００

昼食

昼食

会社生活(2)
・学生時代と社会人
・社会人基礎力

～ＰＤＣＡについて～
＜福永＞
＜福永＞

１５：００

１７：００

グループワーク(1)
・オリエンテーション
（紙飛行機製造）
・試作機生産

＊第3日目：新入社員と会社代表と会食
・成果発表と講評
・会社代表のご挨拶
・自己行動宣言
・所長訓話／修了証／閉講

グループワーク(2)
～午前のつづき～

＜福永＞

グループワーク
・まとめ

★お問い合せ、お申し込みは （株）マネジメント教育研究所へ
〒510-0864 三重県四日市市中里町２６－２
ＴＥＬ：０５９－３４５－６０５０
ＦＡＸ：０５９－３４５－６０７０
Ｅ－ｍａｉｌ：info＠mkk-management.com ＵＲＬ：http://www.mkk-management.com

～15：00

～２０２１年度開催の“監督者”研修コースをご案内致します～
◆“小人数”によるアットホームな研修環境が大きな特色です！
・８人以下による講師との双方向研修を実現。広く実学が学べる企業塾です！

◆次のようなテーマを研修します。
・監督者としての自覚と成長を促し、役職者への昇格時の階層研修にも適しています。
・他社事例（未来工業(株)）を通して意識改革を促します。

◆受講対象者は、監督者、リーダー、スタッフです。
講師と受講者間での積極的な意見交換など、多角的な切り口での研修を設定！
【コース名＆開催日】
「現場力が身につく監督者コース」(2.１)
２０２１年７月１５日（木）～１６日（金）
【受講料】

【講師紹介】
中島 和夫

（２日間）３８，５００円（税込、テキスト・昼食含む）

【会 場】
（株）マネジメント教育研究所２Ｆ研修室
〒510-0864 四日市市中里町26-2（塩浜）
tel：059-345-6050 fax：059-345-6070

（ＭＫＫ技術顧問、元未来工業常務取締役）
新日本電気(株)入社、某工務店を経て未来工業
(株)に入社。取締役製造部長、常務取締役、
神保電気(株)代表取締役を歴任。未来工業創業者
の山田昭男氏の片腕として活躍。
“常に考える”をモットーに実践。

福永 昭三

（ＭＫＫ代表取締役）
東洋紡(株)、パジェロ製造(株)及び海外事業所
※近鉄塩浜駅から徒歩８分 駐車場あり
にて、経営・管理を実践。
【内 容】
品質管理学会会員、関西ＩＥ協会アカデミー会員、
①監督者とは ②自己の強さ弱さ ③他社事例（常に考える） 元金沢大学講師等。
著書(執筆)は、「技術者による実践的工学倫理」
④現場力と５Ｓ、コーチング ⑤職場の活性化
「管理技術概論」「標準化と品質管理」誌他。
⑥自己行動宣言
※諸般の事情によりセミナーの日程・会場の変更、或いは開催を中止する場合がありますので、予めご了承下さい。

【研修セミナー申込書】FAX：059-345-6070
コース名

住 所
（資料
郵送
先）

フリガナ
氏 名

会社名
申込み
責任者名

「現場力が身につく監督者コース」 （２．１）
〒（

－

）

□ 個 人

(株)マネジメント教育研究所
ＴＥＬ：059-345-6050
開催日

□ 会 社
ＴＥＬ

ＦＡＸ
①（参加者名/所属/役職）

７月１５日（木）～１６日（金）
（個人の場合の
み）
（個人の場合のみ）

②（参加者名/所属/役職） ※３名以上の場合コピー願いま
す

（個人の場合は不要）

（個人の場合は不要）

部署名
ＴＥＬ
ＦＡＸ

株式会社マネジメント教育研究所 〒510-0864 三重県四日市市中里町26-2
e-mail：info@mkk-management.com http://www.mkk-management.com

～２０２１年度開催の“管理者”研修コースをご案内致します～
◆“小人数”によるアットホームな研修環境が大きな特色です！
・８人以下による講師との双方向研修を実現。広く実学が学べる企業塾です！

◆次のような方にお薦めのコースです。
・管理とは何か、マネジメントとは何かなど、管理者としての基本的な理解を深めたい
・管理者（マネージャ－）として自らの能力を磨き、かつ経営管理力の向上を図りたい
・他社の経営管理の実践事例（未来工業事例）を通じて、経営管理の本質を研鑽したい

◆受講対象者は、管理職者、管理職候補生対象です。
講師と受講者間での積極的な意見交換など、多角的な切り口での研修を設定！
【コース名＆開催日】
【講師紹介】
「マネジメント力が身につく管理者コース」(2.２)
福永 昭三
２０２１年１１月８日（月）

（ＭＫＫ代表取締役）
東洋紡(株)、パジェロ製造(株)及び海外事業所
【受講料】
にて、経営・管理を実践。
品質管理学会会員、関西ＩＥ協会アカデミー会員、
（１日間）２４，２００円（税込、テキスト・昼食含む）
元金沢大学講師等。
【会 場】
著書(執筆)は、「技術者による実践的工学倫理」
「管理技術概論」「標準化と品質管理」誌他。
マネジメント教育研究所２Ｆ研修室
〒510-0864 四日市市中里町26-2（塩浜）
※諸般の事情によりセミナーの日程・会場の変更、或いは
tel：059-345-6050 fax：059-345-6070

９：３０～１７：００

（時間）

※近鉄塩浜駅から徒歩８分 駐車場あり

開催を中止する場合がありますので、予めご了承下さい。

【内 容】
①管理者とマネジメント
②上司と部下をマネジメントする
③怒りをマネジメントする
④他社事例研究（常に考える、馬に人参！）
⑤まとめ・・・マネジャーとは？

【研修セミナー申込書】FAX：059-345-6070
コース名

住 所
（資料
郵送
先）
フリガナ
氏 名

「マネジメント力が身につく管理者コース」 （２．２）
〒（

－

□ 個 人

□ 会 社

開催日

１１月８日（月）

ＴＥＬ/FAX
(個人のみ)
Ｅ－ｍａｉｌ
(個人のみ)

①（参加者名/所属/役職）

②（参加者名/所属/役職） ※３名以上の場合はコピー願い
ます

部署名
役職

会社名(個
人は不要)
申込者(個
人は不要）

）

(株)マネジメント教育研究所
ＴＥＬ：059-345-6050

Ｅ－ｍａｉｌ：
氏
名：

ＴＥＬ
ＦＡＸ

株式会社マネジメント教育研究所 〒510-0864 三重県四日市市中里町26-2
e-mail：info@mkk-management.com http://www.mkk-management.com

～２０２１年度 の“報連相”研修コースをご案内いたします～
◆“小人数”によるアットホームな研修環境が大きな特色です！
・８人以下による講師との双方向研修を実現。広く実学が学べる企業塾です！
◆次のような方にお勧めの研修コースです。
・報連相とは何かの基礎から学びたい
・上司や同僚とのコミュニケーション力を向上し、報連相を活かした職場をつくりたい
・実際の現場に活かせ、効率のよい、いきいき職場をつくりたい

【コース名＆開催日】
【講師紹介】
福永 昭三（(株)マネジメント教育研究所所長）
「仕事に活かせるホウレンソウコース」(4.3)
ＮＨＣ日本報連相センター登録会員。
２０２１年５月３１日（月）（1日）
東洋紡(株)、パジェロ製造(株)及び海外事業所
【受講料】２２，０００円（税込、テキスト・昼食含）
にて、経営・管理を実践。
品質管理学会会員、関西ＩＥ協会アカデミー会員、
【対 象】一般社員～監督者を対象
元金沢大学講師等。
【会 場】（株）マネジメント教育研究所 ２Ｆ研修室
著書(執筆)は、「技術者による実践的工学倫理」
「管理技術概論」「標準化と品質管理」誌他。

〒510-0864 四日市市中里町26-2
tel：059-345-6050 fax：059-345-6070

◎近鉄塩浜駅から徒歩８分 駐車場あり
※諸般の事情によりセミナーの日程・会場の変更、或いは開催を中止する場合がありますので、予めご了承下さい。

◆質の高い「報連相」と「報連相」のポイント
４．質の高い「報連相」を学ぶ（ＤＶＤ）
◆３つの視点
◆ケーススタディと解説
５．「情報の共有化」を深める
◆３つの深度
◆グループ討議とケーススタディ
６．自己行動計画／本日の振り返り／まとめ

プログラム
１．オリエンテーション
◆研修の目的
◆自己と職場の紹介
２．自己の職場の「報連相」の現状認識
◆職場での報連相事例の共有化
３．「報連相」の基礎を学ぶ（ＤＶＤ）
◆報連相とは？

【研修セミナー申込書】FAX：059-345-6070
コース名

住 所
（資料
郵送
先）
フリガナ
氏 名

「仕事に活かせるホウレンソウコース」 （４．１）
〒（

－

□ 個 人

開催日

□ 会 社

５月３１日（月）

ＴＥＬ/FAX
(個人のみ)
Ｅ－ｍａｉｌ
(個人のみ)

①（参加者名/所属/役職）

②（参加者名/所属/役職） ※３名以上の場合はコピー願い
ます

部署名
役職

会社名(個
人は不要)
申込者(個
人は不要）

）

(株)マネジメント教育研究所
研修・コンサル事業部 ＴＥＬ：059-345-6050

Ｅ－ｍａｉｌ：
氏

名：

ＴＥＬ
ＦＡＸ

株式会社マネジメント教育研究所 〒510-0864 三重県四日市市中里町26-2
e-mail：info@mkk-management.com http://www.mkk-management.com

～２０２１年度開催の“５Ｓ実践”研修コースをご案内いたします～
◆“小人数”によるアットホームな研修環境が大きな特色です！
・８人以下による講師との双方向研修を実現。広く実学が学べる企業塾です！
◆次のような方にお勧めの研修コースです。
・製造現場の監督者や現場リーダーが実際の現場で使える５Ｓ実践を学びたい
・５Ｓを推進により、現場の改善活動につなげたい
・実際の現場に活かせる５Ｓの実践により、効率のよい、経営に貢献出来る職場をつくりたい！

【コース名＆開催日】
【講師紹介】
香川 博昭（香川改善オフィス代表）
「製造現場必須！５Ｓ実践コース」(4.1)
２０２１年８月２日（月）９：３0～1７：０0 1958年生まれ。大手電機メーカーに入社、生産
設備開発部門、生産革新推進室長を経て、現在、
【受講料】
改善コンサルタントとして国内外で活躍中。著書
は、「実践ＩＥの進め方」「現場改善力」等。
２２，０００円（税込、テキスト・昼食含む）
福永 昭三（ＭＫＫ所長）
【会 場】
東洋紡(株)、パジェロ製造(株)及び海外事業所に
マネジメント教育研究所 ２Ｆ研修室
〒510-0864 四日市市中里町26-2
tel：059-345-6050 fax：059-345-6070

て、経営・管理を実践。

※近鉄塩浜駅から徒歩８分、駐車場あり

プログラム
１．現場の管理と改善
２．５Ｓと５Ｓ活動
３．改善活動と５Ｓ活動
４．５Ｓの進め方
◆組織化と５Ｓ教育
◆写真で見る５Ｓ事例

５．５Ｓ診断とミニ演習
◆５Ｓ診断の必要性と効果
◆ミニ演習
６．５Ｓと改善への道～５Ｓ実践編
７．研修のまとめ

※諸般の事情によりセミナーの日程・会場の変更、或いは開催を中止する場合がありますので、予めご了承下さい。

【研修セミナー申込書】FAX：059-345-6070
コース名

住 所
（資料
郵送
先）

フリガナ
氏 名

「製造現場必須！５Ｓ実践コース」 （４．３）
〒（

－

□ 個 人

開催日

□ 会 社

８月２日（月）

ＴＥＬ/FAX
(個人のみ)
Ｅ－ｍａｉｌ
(個人のみ)

①（参加者名/所属/役職）

②（参加者名/所属/役職） ※３名以上の場合はコピー願い
ます

部署名
役職

会社名(個
人は不要)
申込者(個
人は不要）

）

(株)マネジメント教育研究所
ＴＥＬ：059-345-6050

Ｅ－ｍａｉｌ：
氏

名：

ＴＥＬ
ＦＡＸ

株式会社マネジメント教育研究所 〒510-0864 三重県四日市市中里町26-2
e-mail：unfo@mkk-management.com http://www.mkk-management.com

～２０２１年度開催の“コーチング”研修コースをご案内いたします～
◆“小人数”によるアットホームな研修環境が大きな特色です！
・会場の講師と受講者の対面形式にＷｅｂでの参加者を含め、立体的な企業塾です！
◆次のような方にお勧めの研修コースです・・・製造現場に特化したコーチング研修！！
・製造現場の管理・監督者が実際の現場で使えるコーチング方法を学びたい
・実際の現場に活かせ、活力のある、効率のよい職場をつくりたい
・部下とのコミュニケーション力を向上し、部下とともに活き活きした職場をつくりたい！

【コース名＆開催日】
【講師紹介】
「製造現場で活かせるコーチングコース」(4.2)
葛巻 直樹（Ｇ-Ｕｐ Coaching代表）
(財)生涯学習開発財団認定コーチ
２０２１年９月６日（月）ＫＷ
１９６３年生まれ。東洋ゴム工業(株)桑名
※ＫＷ：会場とＷｅｂの同時開催（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ型） 工場にて 生産現場にコーチングを導入、
その後各社にて実践。独立後、数少ない
【受講料】
（１日間）２７，５００円（税込、テキスト・昼食含む）

【会 場】

製造企業向け のプロコーチとして中産連
その他の講師としても活躍中。
「工場管理」誌に連載執筆。

マネジメント教育研究所 ２Ｆ研修室
tel：059-345-6050 fax：059-345-6070
又は、Ｗｅｂ（各自サイト）

プログラム
１．これからの現場に必要な能力を持ったリーダー像
◆コーチングの考え方
◆4つのリーダーシップスタイル
２．部下が成長し、チーム力を高めるコミュニケー
ションの作り方
◆コーチングの目的

３．現場作業者が安心感を持つ仕組み
◆傾聴のスキル、承認のスキル、質問のスキル
４．解決力と役割を相手に備えさせるプロセス
◆コーチングワーク（演習）
５．チームが機能するコミュニケーションの取り方
◆コミュニケーションのタイプ
５．研修のまとめ

※諸般の事情によりセミナーの日程・会場の変更、或いは開催を中止する場合がありますので、予めご了承下さ
い。

【研修セミナー申込書】FAX：059-345-6070
コース名

住 所
（資料
郵送
先）

フリガナ
氏 名

「製造現場で活かせるコーチングコース」 （４．２）
〒（

－

□ 個 人

□ 会 社

・開催日
・サイト希望

・９月６日（月）
・会場／Ｗｅｂ （〇印）

ＴＥＬ/FAX
(個人のみ)
Ｅ－ｍａｉｌ
(個人のみ)

①（参加者名/所属/役職）

②（参加者名/所属/役職） ※３名以上の場合コピー願いま
す

部署名
役職

会社名(個
人は不要)
申込者(個
人は不要）

）

(株)マネジメント教育研究所
ＴＥＬ：059-345-6050

Ｅ－ｍａｉｌ：
氏

名：

ＴＥＬ
ＦＡＸ

株式会社マネジメント教育研究所 〒510-0864 三重県四日市市中里町26-2
e-mail：unfo@mkk-management.com http://www.mkk-management.com

