
EL1-1606

お問合せ

●理解度チェック
●LGBT とは何か？
●日本における LGBT
●LGBT との付き合い方

多様化する社会において、
今や 13人に 1人とも言わ
れている「LGBT」につい
て理解を深め、配慮あるコ
ミュニケーション手法を学
習します。

誰もが働きやすい職場をつくる 
「LGBT」

※（株）レティビーと共同開発

スペシャル
コンテンツ
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株式会社ライトワークス

提供元

・部下のマネジメントや育成に取り組んでいる管理職の方
・メンバーや外部協力者などをまとめる立場にあるチームリーダーの方
・若手社員とのコミュニケーションに難しさを感じている方
・女性や外国人など多様な人たちと仕事を進める必要のある方 

特になし。
　※マネジメント経験が浅い受講者はライトワークス・ビジネスエッセンシャル
   　 シリーズを同時に受講することを推奨します。

学習対象者

必須知識

メンバーのエネルギーを引き出す
フィードバック

部下の成長を後押しする
キャリアデザイン

部下を一人前に育てる
デレゲーション

風通しのよい職場をつくる
チームビルディング

しなやかなチームをつくる
ダイバーシティ

タフな相手を説得する
アサーティブコミュニケーション

最近の若者は褒められて育てられ
ています。ときに厳しい指摘をし
つつ若手社員のモチベーションを
高めるためのコミュニケーション
について学習します。

最近は小学校から大学を通して
キャリア教育が行われています。
キャリア教育を受けてきた若者に
どう対応し、彼らを成長させるか
を学習します。

部下に仕事を任せたいものの、会
社からは結果を求められるため失
敗が許されません。厳しい環境の
中での権限移譲の進め方を学習し
ます。

部下に加えて他部署や業務委託先
など様々な人と協業する必要があ
ります。協業を成功させるための
チームづくりを学習します。

最近は、職場で働く人も多様化して
います。さまざまなバックグラウン
ドを持つ人といかに成功するチーム
を作っていくかを学習します。

複雑化した業務を成功させるため
に上司、他部門、取引先、チーム
メンバーとの効率的・効果的なコ
ミュニケーションを学習します。

●フィードバックの定義
●ポジティブフィードバックの戦
　略的意味合い
●教育機会としてのネガティブ
　フィードバック
●予想される反応とその対応

●キャリアデザインの定義
●キャリアアンカー
●キャリアサバイバル
●自社内でのキャリアパスの整備

●デレゲーションとモチベーショ
　ン
●職務記述書の整備
●部下の力量の見極め
●介入のタイミングと指導方法

●チームビルディングとファシリ
　テーション
●チームの運営プロセス
●ゴールの設定と役割分担
●情報と行動の交通整理

●人の価値観とパラダイム
●多様性の浸透プロセス
●原則と例外の組合せ
●ケース別対応方法

●武器としてのアサーティブネス
●アサーティブな表現
●スマートにNoという技術
●対処が難しい人への対応

ライトワークス
中間管理職
シリーズ

中間管理職のための
チームマネジメント  シリーズ

チームマネジメント知識を体系的に網羅

中間管理職に必要なチームマネジメント知識を体
系的にトレーニングできます。部下のマネジメン
トや育成に取り組んでいる管理職の全ての方に必
見の教材です。

講座
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デレゲーション チームビルディング
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「部下・後輩の育成」は中間管理職に求められる役割の第２位

一般社団法人日本経営協会の調査で
は、「部下・後輩の育成」は「担当
部署目標の達成」に続き経営層から
中間管理職に求められる役割の第２
位です。
日本の中間管理職は「人材育成力」 
が非常に重視されています。

（日本の中間管理職白書 2014年）

中間管理職に求められる役割
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部下・後輩の育成

中間管理職の3人に1人は部下の育成に悩みがある

一方で、29％の中間管理職が、 「業
務能力の低い部下がいる」 という悩
みを持っています。また「部下のや
る気を引き出すことが難しい」
（21.9%）、「人材育成に手がまわらな
い」（17.7％）という悩みも上位にあ
り、人材育成力が重視されているに
も関わらず、悩みを感じている中間
管理職が多いことが分かります。

（日本の中間管理職白書 2014年）

部下管理上の問題・悩み
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業務配分が難しい

部下の育成に悩む中間管理職向けの教材への要望にお応えし、中間管理職の
チームマネジメントに特化した e ラーニングシリーズをこの度リリースいたします。

詳細は裏面へ
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