職業能力開発教育研修用

ﾋﾞﾃﾞｵ･DVD の ご 案 内
平成 29 年度 7 月現在
【保存版】
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【

注 意 事 項 】

この案内冊子に掲載しているビデオ・ＤＶＤ教材は、貸し出し用として使用すること
で製造元から許諾を受けております。
したがって、企業等で使用される場合は、下記の２点及び注意事項と別に定める貸し
出し要領を遵守していただき、著作権等に問題が発生しないようにご使用下さい。
①ビデオ・ＤＶＤ教材そのものを、他に貸し出さないこと。（転貸禁止）
②ビデオ・ＤＶＤ教材の複製を作成することを禁止しております。
※ 複製が発見された場合、貴社、貴団体に補償していただきます。
※ ビデオ・ＤＶＤ教材を紛失、破壊、複製等により職業能力開発協会に損害を生じ
た場合は一切の責任を借受者が追うこと。
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― 職業能力開発ビデオ・ＤＶＤ貸出要領 ―
鳥取県職業能力開発協会
職業能力開発ビデオ・ＤＶＤの貸出しは、この要領に定めるところによる。

１

目

的

ビデオ・ＤＶＤを会員等に貸出すことによって、会員等が行う教育訓練の効果的な実施
を図る。

２ 借用申込み
ビデオ・ＤＶＤを借用しようとする会員等は、所定のビデオソフト利用申込書によって
協会会長宛に申込み、その認可を受けなければならない。（用紙はコピーしてご利用下
さい。
）
ＦＡＸによる申込みにて承ります。なお、貸出中のものもありますので事前に電話で確
認して下さい。

３ 使 用 料
無料貸出しとしております。なお、ビデオ・ＤＶＤの搬出入・送料は、借主の負担にお
いて行うものとする。但し、協会会員は片道のみ協会で負担します。

４ 貸出期限
原則として、1 回の貸出期間は 7 日以内とする。

５ 貸出の制限
借主は、他に転貸してはならない。
次の場合は貸出をしない。
① 教育訓練以外に使用する場合。
② 転貸ならびに営利を目的とした講習会など著作権に触れる場合。

６ 損害賠償
借用したビデオ・ＤＶＤを破損、紛失、又は複製を作成したときは、情状によってその
損害を賠償しなければならない。

７ 注意事項
返却時には、テープを必ず巻き戻し、テープとテキスト等を一緒に返送して下さい。

ビデオソフト利用申込書 兼

利用結果アンケート

次のとおりＤＶＤ・ビデオソフトの借用を申し込みます。

平成
鳥取県職業能力開発協会長

年
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部署(役職)･申込者

お願い
返却時に｢利用後の感想(○印)｣を、利用時にお渡しする申込書（控）に記入して下さい。
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平成

号

利用目的（

付

返

却

月

日

～

年

月

日

（1 週間）

利用後の感想（○印）
期待はずれ

まあまあ

好

評

また見たい

期待はずれ

まあまあ

好

評

また見たい

期待はずれ

まあまあ

好

評

また見たい

期待はずれ

まあまあ

好

評

また見たい

期待はずれ

まあまあ

好

評

また見たい

期待はずれ

まあまあ

好

評

また見たい

期待はずれ

まあまあ

好

評

また見たい

□内にレ印を記入してください ）
□

１，

研修訓練の補助教材

□

５，

ＩＳＯ教育の補助教材

□

２，

回覧・グループで鑑賞

□

６，

朝礼・休憩所で供覧

□

３，

ＯＪＴの補完

□

７，

その他

□

４，

担当者の自己啓発

――――――――――

受

年

タイトル

年

月

日

殿

（ 利用申込先：鳥取職業能力開発サービスセンター

利用期間

月

日

（サービスセンター記入欄）

―――――――――――

担当印

※記載いただいた情報の取扱については、｢個人
情報保護法｣に基づき適切に管理いたします。
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鳥取県職業能力開発協会、鳥取職業能力開発サービスセンターは、
企業における職業能力開発の相談窓口です。
専門のキャリア開発アドバイザー・人材育成コンサルタント・キャリア
形成サポーターが無料でアドバイス・情報提供等、企業内研修の全
般について企業からの相談に対応しています。お気軽にご利用くださ
い。
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201７年７月作成

１．新人社員シリーズ
品番

題

名

時間

内

(分)

容

26

新しく社会の一員となる新入女子社員たちの仕
事に対する期待と不安、さらに現実とのギャッ
プ、それらを日常生活に即して考え、解決の糸口
を見出そうとするいわば問題提起の篇です。

1-02

すばらしい女子社員たち②
美しい心とふるまい
身につけたいエチケット･マナー

20

明るい職場を築くために、ひとりひとりが守ら
なければならないエチケット・マナー。その必要
性をルールと心の両面から具体的にアドバイスし
ます。

1-03

すばらしい女子社員たち③
声にも笑顔
電話の受け方・かけ方

23

ビジネスにおける電話の受け方・かけ方を中心
に、その心がまえと具体的な方法を教えていきま
す。

1-04

すばらしい女子社員たち④
すてきな人間関係
社会人としての話し方･聞き方

24

社会人として欠かせない会話の基本を、文法や
敬語といった形式にこだわらず、すてきな人間関
係を築く上で大切だと思われる話し方・聞き方と
して考えていきます。

1-05

すばらしい女子社員たち⑤
こころの贈りもの
お客さまの対応･応接

25

こころをこめて、お客さまの対応・応接にあた
ることが、なぜ大切なのでしょうか。その意味を
ともに考え、具体的に伝えていきます。

1-08

仕事の基本とすすめ方③
どうする？
オフィスの電話が鳴ったとき

25

・電話の受け方
・電話の取り次ぎ方
・間違い電話の対応
・電話のかけ方

1-09

仕事の基本とすすめ方④
どうする？
お客様をお迎えするとき

25

・お客様の迎え方
・案内の仕方
・応接室での接客のポイント
・お茶の出し方

1-10

仕事の基本とすすめ方⑤
どうする？
とうとう他社を初訪問

25

・受付のマナー
・応接室での対応の仕方
・名刺交換のポイント

1-11

新人製造社員フレッシュ研修①
これから君はプロフェッショナル
物づくりって何だろう

25

・学校と会社の職場とはどうちがう？
・会社はどうして利益をあげる？
・会社でものがつくられるしくみ
・職場に誇りを持とう
・自社製品に産業人として誇りを持とう

1-12

新人製造社員フレッシュ研修②
これから君はプロフェッショナル
マナーを守ってプロへの変身

25

・職場のルールを守ろう
・安全第一って何だろう
・エチケットを守ろう
・ユーモアのある職場生活を
・チームワークを高めよう

1-13

新人製造社員フレッシュ研修③
これから君はプロフェッショナル
意外な発見、仕事の流れ

25

・命令を受ける
・段どりとは何か
・実施
・仕事の後始末
・報告を忘れない

1-01

すばらしい女子社員たち①
社会への出発
いま、期待と不安のなかで

1

品番

題

名

時間
(分)

内

容

40

・新入社員の基本姿勢について
・ビジネス・マナーについて
・組織の一員として
・社員としての自覚について

15

・人間としての魅力を磨く
・相手に感動を与え自分の魅力を伝える
・気配りとは関心をもって出会うこと
・ケジメとは自己コントロール能力を持つこと

1-16

15分で学ぶビジネスマナー講座②
美しい立居振舞い(Ｉ)
魅力的な立ち方･歩き方･座り方

15

・立居振舞いは心を形に表すこと
・魅力的な立ち方
・魅力的な歩き方
・魅力的な座り方
・魅力的な立ち上がり方

1-17

15分で学ぶビジネスマナー講座③
美しい立居振舞い(Ⅱ)
礼儀正しいお辞儀と挨拶

15

・お辞儀３種類「会釈・敬礼・最敬礼」
・お辞儀のときの視線
・廊下、階段、路上でのお辞儀について

1-18

15分で学ぶビジネスマナー講座④
美しい立居振舞い(Ⅲ)
感じのよい案内の仕方

15

・方向の示し方
・廊下、通路での案内
・階段での案内
・エレベーターでの案内
・応接室への案内

1-19

15分で学ぶビジネスマナー講座⑤
信頼を生むコミュニケーション
(Ⅰ)さわやかな言葉の世界

15

・上手な話し方、聞き方
・尊敬語とは
・謙譲語とは
・丁寧語とは
・声の表情

1-20

15分で学ぶビジネスマナー講座⑥
信頼を生むコミュニケーション
(Ⅱ)大切にしたい報・連・相～

15

・指示を受ける
・報告する
・信頼につながる連絡と相談

1-21

15分で学ぶビジネスマナー講座⑦
好感を与える訪問・対応(Ⅰ)
心がけたい訪問時のエチケット

15

・アポイントメントをとる
・応接室でのポイント
・名刺を出す・座席の順位

15

・お迎えする・相手の確認
・用件をつかむ
・取り次ぎ方
・案内する
・お茶の出し方
・見送りの挨拶

15

・言葉はハッキリと明るく
・わかりやすい言葉を使う
・話す速度を考える
・相づちを打つ
・メモする習慣を身につける
・電話での言葉づかい

1-14

和田アキ子の新入社員心得
アッコの
仕事は笑って済まされない！

1-15

15分で学ぶビジネスマナー講座①
あなたを生かすビジネスマナー
気配りとケジメを考える

1-22

15分で学ぶビジネスマナー講座⑧
好感を与える訪問・対応(Ⅱ)
心あたたまるおもてなし

1-23

15分で学ぶビジネスマナー講座⑨
さわやかな電話対応の基本(Ⅰ)
電話の話し方のマナー

2

品番

題

名

時間
(分)

内

容

15

・電話をかける前に
・名乗りと挨拶
・取り次ぎを頼む
・用件を話す

15

・メモをとりながら用件を聞く
・自分の名前を名乗る
・名指人が不在のときの対応
・取り次ぎは迅速に正確に

1-26

15分で学ぶビジネスマナー講座⑫
ロールプレイの進め方
受付からお見送りまで

30

・訪問者の名乗り
・迎えるときの挨拶
・名指人に報告し指示を受ける
・案内と茶菓の接待
・見送り挨拶

1-29

自己管理を考える
君は､朝､元気に出社できるか②
沢井さんの金銭管理

30

経済的に自立することにより精神的にも自立で
きるノウハウを理解する。

1-35

信用を高めるビジネスマナー
チェック＆実践①
携帯電話編

20

会社のバッジ（社章）をつけて携帯電話使用の
マナー違反をしている人が目立ちます。携帯電話
使用の基本と考え方を紹介。

1-36

信用を高めるビジネスマナー
チェック＆実践②
パソコン編

20

便利さゆえにルール逸脱の使用が多発する会社
支給のパソコン。パソコンにも使用のルールとマ
ナーがあることを教えます。

1-37

信用を高めるビジネスマナー
チェック＆実践③
職場の人間関係編

20

ちょっとした行き違いから人間関係が悪化、と
いう経験を持つ人は多いようです。良い人間関係
づくりの心得を紹介します｡

1-38

信用を高めるビジネスマナー
チェック＆実践④
他社訪問編

20

他社を訪問している時、“会社を代表してい
る”という意識が欠けていることはないでしょう
か？訪問時の具体的なマナー・心得を解説してい
ます｡

1-39

信用を高めるビジネスマナー
チェック＆実践⑤
仕事の進め方編

20

小さなミスを報告しなかったために重大なトラ
ブルに発展？！に迷惑をかけない仕事の進め方の
基本を教えます。

1-24

15分で学ぶビジネスマナー講座⑩
さわやかな電話対応の基本(Ⅱ)
電話のかけ方のマナー

1-25

15分で学ぶビジネスマナー講座⑪
さわやかな電話対応の基本(Ⅲ)
電話の受け方のマナー

3

品番

題

名

時間
(分)

内

容

1-40

信用を高めるビジネスマナー
チェック＆実践⑥
お客様お迎え編

20

わざわざ足を運んでくださったお客様に、自社
のファンになっていただくためのお迎えの心得を
紹介します。

1-41

信用を高めるビジネスマナー
チェック＆実践⑦
ビジネス電話編

20

ＣＳ活動の視点でチェックしてみるとどれだけ
気配りができているでしょうか？さらに一歩踏み
込んだビジネス電話の応対法を紹介します。

1-42

信用を高めるビジネスマナー
チェック＆実践⑧
言葉づかい編

20

言葉の大切さと、相手を思いやる言葉づかいの
心得について学んでいきます。

1-44

信用を高めるビジネスマナー
チェック＆実践⑩
気配り編

20

具体例を通して気配りの考え方とコツを紹介
し、その動機づけを図ります。

25

・自己管理
・うまく生きる決めて
・愚痴をいったらアカンて
・葛藤
・ライバル
・ミス、挫折を克服するコツ
・しごと、そしてプロフェッショナル
・青春、挑戦
・新入社員諸君へほか

45

信頼される社会人の第一歩は、社会人として
「やっていいこと・悪いこと」の判断力をしっか
り身につけることから始まります。
・社会人として身につけたいマナー
・心得ておきたい仕事の取り組み方
・知っておくべき社内、外でのモラル

87

社会人としての心配り、思いやりとは…。
・企業人･社会人として働くということ
・笑顔･あいさつ･言葉づかい
・電話の受け方･かけ方の基本
・携帯電話･メールの基本
・他社を訪問するときの基本マナー
・お客様をお迎えするときの基本マナー

1-47

島田紳助の本番はこれからや！

1-51
社会人 やっていいこと･悪いこと
(DVD)

1-52
心が伝わる ビジネスマナーの基本
(DVD)

1-53
(DVD)

これから働くみなさんへ
安全衛生の基本と心得
なぜ、安全活動なのか

13

危険を危険と感じなくなったとき、まさに事故、
災害は生じる。そのことを強く訴えながら、安全
確保のための5つの基本心得を教えます!

1-54
(DVD)

これから働くみなさんへ
安全衛生の基本と心得
なぜ、労働衛生なのか

13

業務上疾病を予防するにはどうすればよいか、快
適な職場づくりをどうすすめればよいか、安全確
保のための5つの基本心得を教えます!

1-55
(DVD)

これから働くみなさんへ
安全衛生の基本と心得
なぜ、健康づくりなのか

14

「健康」の大切さを本人、家族、職場といったさ
まざまな立場からあらためて確認し、健康づくり
の5つの基本心得を教えます!

4

品番

題

名

時間
(分)

内

容

新入社員のための
1-56
こんなときどうする?仕事のマナー
(DVD)
《電話編》

34

電話上手になることがプロへの近道!!
電話応対の基本的な心構えから電話の取り次ぎ
方、アポイントのとり方など、具体的なケースを
通して紹介しています。

新入社員のための
1-57
こんなときどうする?仕事のマナー
(DVD)
《コミュニケーション編》

42

ひと声、ひと言が職場を変える、一日を変える｡
職場で必要な最低限のコミュニケーションとして
｢あいさつの大切さ｣「指示の受け方｣｢報連相のポ
イント｣などを紹介しています。

新入社員のための
1-58
こんなときどうする?仕事のマナー
(DVD)
《職場の基本マナー編》

39

信頼される社会人になるために必要なものとは?
名刺交換やお客様の応接･応対、職場での基本的
な仕事のマナーについて紹介しています。

新入社員のための報連相の基本
1-59
これだけは押さえておきたい
(DVD)
仕事の進め方

新入社員のための社会人のルール
1-60 仕事に対する姿勢・人間関係・自己
(DVD) の成長

1-61 ビジネスマナーチェック＆実践
(DVD)
職場の人間関係

1-62
(DVD)

1-63
(DVD)

1-64
(DVD)

ビジネスマナーチェック＆実践
仕事の進め方編

ビジネスマナーチェック＆実践
お客様のお迎え編

ビジネスマナーチェック＆実践
言葉づかい編

40

上司とコニュニケーションがとれない、職場に
うまくなじめない…そんな新入社員をケアするに
は、配属前の〈報連相〉教育が効果的です。
・なぜ報連相が大切なのか？
・仕事の進め方の基本とは？
・報連相にもコツがある？！
・こんなときどうする？報連相
・仕事ができる人は報連相上手

43

皆さんの会社の新入社員は、アルバイトと社会人
の違いを理解していますか？
・仕事って、どういうもの？
仕事に対する基本姿勢を身につけよう
・仕事がうまくいかないときはどうする？
職場のコミュニケーション
・成長があるから仕事はおもしろい

18

ちょっとした行きちがいから人間関係が悪化した
経験のある方は多いと思います。仕事は人と人と
のつながりで成り立っています。ここではよい人
間関係づくりのポイントを紹介しています。

21

小さなミスを報告しなかった為に大きなトラブル
に発展。このような経験を持つ人は少なくないと
思います。周囲の迷惑かけない仕事の進め方の基
本を紹介しています。

19

わざわざ足を運んでくださったお客様には、心を
こめて対応したいものです。お客様に、自社の
ファンになっていただくためのお迎えの心得を紹
介します。

17

日頃の自分の言葉づかいが、知らず知らずのうち
に相手に不快な思いをさせてしまう・・・。
こうしたマナー違反を防ぐには、何がマナー違反
なのかを知ることが大切です。言葉づかいのポイ
ントを紹介します。

5

品番

題

名

1-65 ビジネスマナーチェック＆実践
(DVD)
社会人としてのけじめ編

1-66 ”熱血”井村雅代コーチが新入社員
(DVD) に語り尽くす

時間
(分)

内

容

15

会社生活に慣れてくると、「これくらいいいだろ
う」と決められたルールを無視したり、ルーズに
なってしまう人が少なからずいます。社会人とし
てのけじめがなぜ大切なのかを、あらためて理解
いただきます。

86

「できない」から逃げるな！努力するから楽しく
なる。
＊新入社員の「やりがい」「働きがい」を高める
ために！若手社員の気持ちを引き締め、モチベー
ションアップをするために！（約61分）
＊先輩社員・上司として心構えやあるべき姿の再
確認のために！（約25分）

6

２．管理・監督者教育シリーズ
品番

題

名

2-01

工場長の経営戦略①
経営革新 篇
経営・組織の革新戦略

2-02

工場長の経営戦略②
経営革新 篇
新製品の開発戦略

2-03

工場長の経営戦略③
品質保証 篇
モノづくりの基本戦略

2-04

工場長の経営戦略④
品質保証 篇
工程における品質保証戦略

2-05

工場長の経営戦略⑤
コストの改善 篇
多種少量納期化戦略

2-06

工場長の経営戦略⑥
コストの改善 篇
生産性向上・コストダウン戦略

2-07

工場長の経営戦略⑦
人材強化 篇
人材育成戦略

2-08

工場長の経営戦略⑧
人材強化 篇
提案・小集団活動の活性化戦略

2-09

管理者の「使命と役割」①
管理者の基本心得

2-10

管理者の「使命と役割」②
[部・課]を発展させる
戦略の考え方・立て方

時間
(分)

内

容

30

経営・組織の革新戦略として、工場経営につい
て工場長が行う強固な意志決定の重要性と、果敢
な行動力の必要性を理解する。

30

新製品開発戦略として、モノ余り時代への変化
に意を新たにして、新製品・新技術への積極的挑
戦と、開発過程における品質展開・品質設計の重
要性を修得する。

30

モノづくりの基本戦略として、４Ｓを始めとし
て、工場のレイアウト・製造工程の管理につい
て、とくに「モノづくりの５Ｍ」を中心にそのポ
イントを把握する。

30

品質保証戦略として、工程の正常・異常の判断
による異常状態・突発的トラブルに対する原因追
求と処置・対策、慢性的トラブルに対する要因の
特定・そして改善・改革のための現状打破につい
て修得する。

30

多種少量短期化戦略として、多種少量短期化を
当然の推移として受けとめ、多種の少種化・少量
の多量化、生産期間の短縮、段取り替えの改善に
よる市場のニーズへの対応を図る。

30

モノづくりにおいて、人間に人間らしい仕事を
してもらうという省力化・自動化を基調にして、
生産性向上・コストダウンを達成するための具体
的手段・方法を把握する。

30

工場長＝指導者であるとの認識の下に、実力で
権限を勝ちとり、勇気をもって独断専行し、率先
垂範・現場現物主義に徹して問題解決に処し、ラ
インに信頼されるスタッフの育成に意を注ぐため
の戦略を修得する。

30

提案・小集団活動への過度な期待感を戒め、工
場全体に問題意識を持ち、ムダ・ムリ・ムラの存
在を認識することをスタートにした地道な改善活
動をベースにして、モラールアップ、そして結果
としての改善・向上がなされることを理解する。

30

管理者は、革新的行動を取り、利益を確保する
重要な役割があります。管理者が「企業家精神」
を持って、自らの役割をどのように遂行すればよ
いかについて解説をしています。

30

部・課の戦略は、管理者が中心になって立てて
いかなければなりません。企業環境、経営戦略、
部門戦略それぞれの関連づけを行うことにより、
部・課の戦略の立て方・考え方を解説していま
す。

7

品番

題

名

時間
(分)

内

容

30

部下の育成は、管理者の重要な役割の一つで
す。部下がやる気を持って自発的・自主的に仕事
を遂行し、成果があげられるようにするための管
理者の部下育成の考え方・進め方を解説していま
す。

30

職場活性と仕事の成果は、密接な関係にありま
す。燃える職場づくりをするためのポイントを、
わかりやすいチャートを使いながら紹介していく
ことにより、管理者としての意識革新を図ってい
きます。

2-14

管理者の「使命と役割」⑥
組織力を活かした
リーダーシップ発揮の心得

30

部下は、リーダーの指示した方向に必ず進んで
いくものです。管理者のリーダーシップを発揮に
ついて、どのような考え方、実践の仕方をするべ
きかを、論理と情の両面から解説をしていきま
す。

2-15

管理･監督者のための
ＯＪＴの考え方・すすめ方①
業務遂行能力を
向上させるＯＪＴ

30

業務遂行能力を向上させるＯＪＴの考え方・す
すめ方を、具体例を通じて学びます。

2-16

管理･監督者のための
ＯＪＴの考え方・すすめ方②
部下の態度を変えるＯＪＴ

30

部下の態度を変えるＯＪＴの考え方・すすめ方
を、具体例を通じて学びます。

2-17

管理･監督者のための
ＯＪＴの考え方・すすめ方③
組織を活性化させるＯＪＴ

30

組織を活性化させるＯＪＴの考え方・すすめ方
を、具体例を通じて学びます。

2-11

管理者の「使命と役割」③
実力ある社員にするための
部下育成の考え方・進め方

2-13

管理者の「使命と役割」⑤
組織全体のレベルアップを図る
職場活性化の考え方・進め方

2-18

ＯＪＴ ～その効果的な進め方～

30

OJTの基本的な考え方、OJTを効果的に進めてい
く上での段階的展開の仕方、さらには、OJT実践
場面をシミュレーション的に構成し、それぞれの
ステップにおける留意点を取り上げ解説。

2-19

第一線監督者の基本心得 ①
「組織を動かす」
職務完遂のポイント

30

周囲の力を上手に借りる考え方、実践方法を紹
介し、監督者の基本的心構えを解説。

2-20

第一線監督者の基本心得 ②
「可能性を伸ばす」
部下育成の必須ポイント

30

部下の主体性を育て可能性を伸ばすための仕事
の考え方評価の仕方を解説。

2-21

第一線監督者の基本心得 ③
「職場は鏡と知る」
職場活性化のチェックポイント

30

良い職場風土をつくるために必要な監督者の自
己チェックポイントを提示。

8

品番

題

名

時間

内

(分)

容

2-23

実力ある部下をつくる
ワンポイントＯＪＴ①
部下の創意工夫を引き出す

30

ＯＪＴの必要性とＯＪＴを実践するための環境
づくりについて学びます。

2-24

実力ある部下をつくる
ワンポイントＯＪＴ②
部下に自信をもたせる

30

部下に自信をもたせ、積極性を促す上司・部下
にやる気をなくさせる上司について学びます。

2-25

実力ある部下をつくる
ワンポイントＯＪＴ③
苦境にある部下を励ます

30

失敗をした部下、反省をしない部下等がいる場
合の上司としてのＯＪＴについて学びます。

2-61

ケーススタディ
部下を伸ばすコーチング①
信じて、認めて、任せてみる

25

従来型のマネジメントとコーチングとはどこが
異なるのか、コーチングがなぜ必要なのかを紹介
し、その基本的な心得とポイントを解説します。

2-62

ケーススタディ
部下を伸ばすコーチング②
部下の問題解決を援助する

25

さまざまな問題を抱える部下をいかに指導して
いくか、具体的なケースを通して紹介。コーチン
グの初歩的なスキルを身に付けることができま
す。

2-63

ケーススタディ
部下を伸ばすコーチング③
自ら伸びる部下へ育てる

25

部下の仕事をレベルアップさせ、ワンランク上
の仕事ができるように指導していくポイントを、
ケースを通して紹介。さらなるコーチングスキル
のアップを促します。

40

MBO(目標管理)の目的は、目標を管理すること
ではなく、目標をツールに部下をマネジメントす
ることです。この巻では、目標管理の本来の意義
と目的を再確認したうえで、目標設定のポイント
と、そこで使えるコーチングスキルを紹介しま
す。

40

部下の目標達成意欲を継続させ、問題解決を支
援するにはどうすればよいのでしょうか。この巻
では、期中における部下のフォロー、マネジメン
トのポイントを、コーチング手法を通して解説し
ていきます。

40

MBO(目標管理)においては、評価結果を部下の
能力開発に生かすことが重要です。この巻では、
評定面談におけるコーチングのポイントを解説し
ます。また、部下のさらなる成長を促すビジョ
ン・コーチングについても紹介します。

2-64

目標管理のためのコーチング①
達成意欲を高める目標設定

2-65

目標管理のためのコーチング②
目標達成のための中間フォロー

2-66

目標管理のためのコーチング③
設定面接とビジョン･コーチング

2-88

人が育つトヨタ式改善の進め方①
大改革に成功
なぜチャレンジ企業は成果が
出たのか

25

9

PART1
PART2

いまなぜトヨタ式なのか
トヨタ式の２本柱
「ジャストインタイム」と「自動化」
PART3 モノづくりは人づくり

品番

題

名

時間

内

(分)

容

2-89

人が育つトヨタ式改善の進め方②
着手のポイント
「５Ｓ」と「かんばん」

25

PART1
PART2
PART3

改革はトップが率先して
５Ｓからはじめよう
「かんばん」と「標準」

2-90

人が育つトヨタ式改善の進め方③
改善のポイント
「標準化」と「改善のサイクル」

25

PART1
PART2
PART3

モデルラインを作る
「自動化」構築のステップ
改善にゴールなし

2-91

わかりやすいTOC 実践教室①
TOC の考え方と進め方

40

・TOC(Theory of Constraints) とは何か
・TOC における生産改善の５ステップ
・思考プロセスによるブレークスルー

2-92

わかりやすいTOC 実践教室②
成功事例に学ぶTOC

40

・TOC 導入で加工の限界に挑む
日立ツール野洲工場
・TOC 導入で世界最速半導体工場を目指す
セイコーエプソン半導体事業部 酒田事業所

58

・メンターの役割と心得
・サポートの基本
・実践サポート ＜悪い例/分析/良い例＞
・あなたもメンターになれる

98

成果があがらない組織には、「コミュニケー
ション不足」という問題が常につきまといます。
下から上への一方通行の報連相ではなく、上司と
部下が一体となってお互いに情報・思いを共有す
る。そんな職場・組織風土づくりをめざすために
役立ちます。

35

「うつ」の早期発見と早期対処、うつ傾向にあ
る部下にどのように接していけばよいのか、復職
時の注意点などを中心に、上司（管理監督者）が
心得ておくべき「うつ」対処の基本について具体
例をもとに紹介しています。

55

・プロセス重視のＯＪＴ
・仕事の意味を教える
・ＯＪＴ実践のポイント
・報 連 相で効果的なＯＪＴ
・監修者からのメッセージ

45

管理者（係長～部長職）を対象として、管理者の
あり方、基本について自ら見直していただくこと
を目的としています。上司として「部下にどう見
られているか」を意識し、上司のあり方、基本を
見つめ直すきっかけ作りにご利用ください。

メンター・先輩社員に求められる
2-95
新入社員の
(DVD)
指導・支援の考え方・進め方

2-96
(DVD)

ケーススタディで学ぶ
報連相の基本
副読本:上司と部下の 真･報連相

2-97 部下の｢うつ｣上司にできること
(DVD)
早期発見から復職支援まで

部下の実力を高める実践ＯＪＴ
2-98
プロセスの中に
(DVD)
育成課題が見える

管理者として
2-99
やっていいこと・悪いこと
(DVD)
部下は上司の背中を見て育つ！

10

品番

2-100
(DVD)

題

名

私たちのコンプライアンス
今、求められる一人ひとりの
責任ある行動

時間
(分)

75

36

セキュリティシステムなど技術的な対策を強化し
ても、運用する人がしっかりとルールを守らなけ
れば意味がありません。従業員一人ひとりの「モ
ラル向上」と「情報セキュリティに関する知識を
持つこと」「決められた運用ルールをきちんと守
ること」が大切です。

40

会社の方針で新規取引先の獲得をすることに
なった3年目の大島君。上司からの指示どおり、
PDCAを意識したのですが、成果をあげることがで
きません。一方、先輩社員の前田君は順調に成果
をあげています。その秘訣は、確実にPDCAを回し
ていたからだったのです。行き詰まった大島君は
前田君からPDCAについてのレクチャーを受けま
す。
二人のやり取りを通じて、PDCAの各ステップの
ポイントや目的、PDCAを確実に回していくための
方法を学んでいく内容です。

47

なぜ上司、先輩の言うことが伝わらないのか―
心がおれやすい、自分のしたいこと以外はしな
い、待ちの姿勢で積極性がない―。
このような特徴を持つといわれるゆとり教育世
代。彼らが前向きに仕事と向き合い、一人前の社
会人として成長していくためには、上司・先輩の
手助けが欠かせません。本DVDでは、そのための
具体的な指導方法を学ぶことができます。先輩は
もちろん、新入社員を迎え入れる職場全体で学ぶ
ための教材としてぜひご活用ください。

20

・インストラクターの心構え
（ついてきて指導ができる/
進歩してこそ指導ができる/
学ぶ心があってこそ指導ができる）
・研修でのビデオ活用法

30

新人を指導する上での基本的な心構えを紹介
し、先輩・上司としての自覚を促します。特に
「信じて、認めて、任せてみる」ことの大切さ強
く訴え、新人が潜在的にもっている可能性を引き
出すポイントを解説します。

30

新人指導に使えるコーチングの具体的なスキル
を習得してもらいます。そして先輩・上司として
新人の目標達成と問題解決を支援しながら、自ら
考え、行動し、成果を生み出す人材に育てていく
ポイントを紹介します。

83

・なぜ今、ホスピタリティなのか
サービスの社会的な意義・役割
サービスを商品として確立する
精神的サービスの大切さ
ホスピタリティで心を共有する
心･気持ちの表現はコミュニケーションから
従業員満足から顧客満足へ

これで成果が変わる
2-102
ＰＤＣＡの基本
(DVD)
仕事の質を高めるために

2-103
(DVD)

理解できないでは済まされない！
新入社員の育て方・伸ばし方
価値観のギャップを埋める
コミュニケーション

15分で学ぶビジネスマナー講座⑬
マナー講座の進め方
2-104
インストラクターの心構えと
指導ポイント
先輩・上司のための
「成果を生み出す新入社員」
2-105
の育て方①
新人の可能性を引き出す

先輩・上司のための
「成果を生み出す新入社員」
2-106
の育て方②
新人の問題解決を支援する

サービスの原点！
2-107
ホスピタリティ
(DVD)
お客さまと感動を共有する

容

普段何気なくしていることや、「これくらいなら
…」と思ってやったことが火種となり企業の不祥
事として世間から糾弾されてしまいます。そのよ
うなことにならないよう上司・部下が一緒に学ぶ
教材としてご活用下さい。

あなたが防ぐ！「情報漏えい」
2-101
経営幹部から従業員まで今すぐにで
(DVD)
も見せたい！情報セキュリティ教育
の決定版！

内

11

品番

2-108
(DVD)

題

名

ＳＴＯＰ！ザ・ハラスメント
パワハラ・セクハラ
職場いじめを考える

時間
(分)

47

12

内

容

・ハラスメントはなぜ起こるのか？
・原因別職場のハラスメント
リストラ型の事例/職場環境型の事例
人間関係型の事例/労働強化型の事例
セクハラ型の事例
・ハラスメントを起こさないために

４．生産管理教育シリーズ
品番

題

名

4-01

わかりやすいＱＣ教室①
ＱＣの原理

4-02

わかりやすいＱＣ教室②
問題解決の手順

時間

内

(分)

30

品質管理とは何かという原理を説明した巻で
す。不良はなぜ出るかという話から始まって、そ
れはねらいから外れたものができるからだという
こと、この外れの原因をさがすには、どうすれば
よういかという方法についてわかり易く説明して
あります。

30

実際に不良をつくり出している七つ道具につい
ての説明です。道具というものは大切なもので、
その道具をマスターして初めて不良退治に成功し
ます。
いくらうまくつくられた道具も手順を間違える
と成功するはずのものが失敗します。工場の不良
退治も料理と同じで、順序をうまくやると、初め
ての人でも、誰も気がつかなくなったような不良
の原因となっている犯人をさがして、改善の手が
かりをつかむことができます。

4-03

わかりやすいＱＣ教室③
ＴＱＣへの道

30

4-04

“ＱＣ七つ道具”の見方･使い方①
パレート図と特性要因図
原因の本質を読みとる

30

パレート図
特性要因図

4-05

“ＱＣ七つ道具”の見方･使い方②
チェックシートとヒストグラム
ばらつきを探る

30

チェックシート
ヒストグラム

4-06

“ＱＣ七つ道具”の見方･使い方③
相関図と管理図
再発を防止する

30

相関図
管理図

4-07

５Ｓの実践ポイント①
成果が上がる５Ｓの進め方

4-08

５Ｓの実践ポイント②
整理 不要品はこうしてなくそう

4-09

５Ｓの実践ポイント③
整頓 探すムダを一掃しよう

4-10

５Ｓの実践ポイント④
清掃 ゴミなし汚れなしの
職場を創ろう

容

どこにねらいをつければよいか
手がかりを探すための地図

教えるデータのまとめ方
バラツキと全体をみる

２つの対になったデータの解析
動的なバラツキを表す

15

５Ｓとは何か、５Ｓをなぜやらなければならな
いのか、５Ｓでどういう効果が得られるのか、と
いったことに答え、５Ｓの効果的な進め方を紹介
しています。

15

整理とは「捨てる技術」ともいわれます。不要
品一掃を徹底するために、「層別管理」「発生源
対策」という２つの整理のコツを中心に解説して
います。

15

整頓とは能率・品質・安全という機能を考えた
物の置き方を追求することだといえます。整頓を
「現状分析→物の『置き場所』を決める→物の
『置き方』を決める→保管のルールを守る」と
いった手順で解説しています。

15

清掃という実践を通じて、物の微欠陥を発見す
ることができ、改善へと結びつけることができま
す。「職場・設備の清掃」「設備５Ｓ」といった
面から清掃の進め方を紹介しています。

13

品番

題

名

4-11

５Ｓの実践ポイント⑤
清潔 衛生的な美しい環境を
維持しよう

4-12

５Ｓの実践ポイント⑥
躾 決められたことを
きちんと守ろう

4-28

実践５Ｓ
｢目で見る管理｣の進め方①
「目で見る管理」の基本

4-29

実践５Ｓ
｢目で見る管理｣の進め方②
目で見る『現品管理』

4-30

4-31

実践５Ｓ
｢目で見る管理｣の進め方③
目で見る『作業管理』

実践５Ｓ
｢目で見る管理｣の進め方④
目で見る『設備管理』

4-32

実践５Ｓ
｢目で見る管理｣の進め方⑤
目で見る『品質管理』

4-33

実践５Ｓ
｢目で見る管理｣の進め方⑥
目で見る『安全管理』

時間
(分)

内

容

15

清潔とは、整理、整頓、清掃が行われ繰り返さ
れて仕上がっている状態です。この巻では、「５
Ｓの標準化と異常の顕在化」「目で見る管理の工
夫と徹底」について解説されています。

15

躾とは、決められたことを自然に守れるよう習
慣づけること、つまり習慣を変えることです。習
感づけるためにどういったステップで、どのよう
に進めるかを紹介しています。

30

PDCA(Plan,Do,Check,Action)を回すにあたって
は、重点を決め、管理限界から外れるものだけに
手を打つようにすると、楽であり、かつ効果的で
す。その場合、管理限界がわかりやすく守りやす
くなるように、視覚に訴える目で見る管理が大き
な効果を発揮します。

30

日常生活の中で、治工具などの道具類、設備の
予備品、材料や製品など、さまざまな現品を保管
しています。こういった現品は、･身につける･身
近に置く･手近な棚･押入れなどに置く･物置に入
れるといった層別に管理するのが基本です。

30

私達の仕事は、いろいろな工程や様々な人達に
よる作業によってなり立っています。しかし、こ
うした各工程での作業が計画通りに進められてい
るか、また決められた通りに正しく行われている
かが、なかなかわかりにくいものです。そこで作
業や工程の進捗状況、異常の発生など簡単にわか
りやすく管理できるよう工夫することが大切にな
ります。

30

近年、私達の職場でも機械化・自動化が進んで
きたために、設備の性能や機能の点検・整備を、
ごく一部の保全マンだけでなく、生産現場のオペ
レーターも直接設備の日常点検を通して行うこと
が求められるようになってきました。そこで、基
本的な機能が正しく果たせるように維持･管理す
る。性能が正しい状態にあるかを管理する。以上
のことを、目で見る設備管理のねらいにすること
が大変重要となります。

30

最近の自動化設備は、大変便利な反面、ひとつ
間違えれば、大量の不良品を作ってしまいかねま
せん。そこで、いかにして工程で不良を作らない
ようにするか、また不良を外に流出させないよう
にするかが、今まで以上に重要になってきます。
作っている製品のみならず、刃具や測定具、更に
人、設備、材料といった要因系を対象にした目で
見る品質管理で、品質保証を万全にする必要があ
ります。

30

私たち人間は、時々、規則を無視したり、知っ
ていてもウッカリ忘れたり、時に錯覚という幻影
に惑わされたりして、事故や災害を起こすことが
あります。目で見る安全管理とは、視覚を刺激す
ることにより顕在化させ、事故や災害を未然に防
ぐことがねらいです。

14

品番

題

名

時間
(分)

内

容

4-40

職場改善
コストダウン徹底のステップ①
コストダウン着眼のポイント
どこに改善すべきムダが
潜んでいるか

30

製造原価に的をしぼり、標準原価をどの様に維
持していくかといった、現場で進めるコストダウ
ンの考え方や、着眼のポイントを具体的事例を通
して解説

4-41

職場改善
コストダウン徹底のステップ②
コストダウン実践のポイント
ＶＥ手法で徹底改善

30

実際の改善事例をもとにＶＥによるコストダウ
ンの進め方をステップ別に解説

4-42

現場で取組む「多種少量生産」
実践のポイント①
多種少量生産効率化のポイント

30

多種少量生産の累計、標準時間の設定、レイア
ウトの改善等について解説

4-43

現場で取組む「多種少量生産」
実践のポイント②
生産期間短縮のポイント

30

工程の短縮、管理方法の改善、生産期間短縮化
の分析、チェック等の解説

4-44

現場で取組む「多種少量生産」
実践のポイント③
段取り替え改善のポイント

30

段取り替え改善の着眼点段取り替え
ハード面・ソフト面での改善。段取り替え改善
のためのチェックリスト

4-45

事例でわかる
「問題解決力」の高め方①

24

・問題解決の考え方と基本スキル
・問題解決ケーススダディ

4-46

事例でわかる
「問題解決力」の高め方②

24

・問題解決のための基本手順とスキルを学べる
・わかりやすい事例なので理解しやすい
・自ら問題を発見する力がつく

4-48

シックスシグマ
導入・実践のポイント①
TQC、TQMからの出発〔導入編〕
早わかり！シックスシグマ

35

・シックスシグマとは何か
・シックスシグマとTQC,TQM
・すべては教育から

4-49

シックスシグマ
導入・実践のポイント②
TQC、TQM からの出発〔応用編〕
シックスシグマの具体的手法

30

・テーマ選定－
VOC（顧客の声）の重要性
・シックスシグマ達成プロセス
「MAIC」（プロジェクトの実施展開）
・企業風土にあった導入のコツ

4-51
(DVD)

変化に対応 ５Ｓ再挑戦！①
「意識変革編」
職場の５Ｓレベルをチェック！

25

・５Ｓの意義と習慣化
・５Ｓは職場のレベルを映す
・５Ｓで風土改革を

4-52
(DVD)

変化に対応 ５Ｓ再挑戦！②
「再構築編」
５Ｓのあるべき姿と実践ﾎﾟｲﾝﾄ

21

・５Ｓのルールとあるべき姿
・検証/整理･整頓･清掃のあるべき姿
・手順/整理･整頓･清掃の進め方

4-53
(DVD)

変化に対応 ５Ｓ再挑戦！③
「定着発展編」
５Ｓを進化させる仕組みとﾉｳﾊｳ

27

・維持･定着のポイント
・５Ｓの進化 ２つの方向
・５Ｓ診断のレベルアップ

15

品番

題

名

時間
(分)

内

容

５．営業社員教育シリーズ
品番

題

名

時間
(分)

内

容

5-01

売れる営業社員に学ぶ
セールスの極意
プロ営業のノウハウ①
ここが違う！―心得編

30

・感動を売っていると自負している
・暖かい目で見ている
・お客様に奉仕しようとしている他

5-02

売れる営業社員に学ぶ
セールスの極意
プロ営業のノウハウ②
こうして売っている！
―販売手法編

30

・売れる人を素直に見習う
・お客様に愛情を持って接する
・熱心である

5-03

売れる営業社員に学ぶ
セールスの極意
プロ営業のノウハウ③
ズバリ､こんな人だ！―行動編

30

・心の痛みがわかる人
・話しやすいムードの人
・逆発想の営業ができる人

5-04

〈チャレンジ営業〉
顧客の心をつかむ提案営業①
問題提起 なぜ売れないのか

25

ある若手営業社員のドラマを通して、「提案営
業とは何か」「売れないのはなぜか」といったこ
とを考えてもらい、提案営業を考え直す必要性を
訴えます。

5-05

〈チャレンジ営業〉
顧客の心をつかむ提案営業②
こうすれば売れる提案営業

25

営業力向上に直結する「提案営業におけるソフ
ト」をどのように生み出すか、「成功する提案営
業の進め方」のポイントは何かについて具体例を
もとに解説。

16

６．女子社員教育シリーズ
品番

題

名

時間
(分)

内

容

6-01

期待される中堅社員「女性編」
期待に応え楽しく過ごすために①
自らの立場と役割を考える

30

・｢会社の使命、目的を考えた責任ある仕事｣を
考える
・｢意欲的・創造的な仕事｣を考える
・｢思いやりのある“気働き”のされた仕事｣を
考える

6-02

期待される中堅社員「女性編」
期待に応え楽しく過ごすために②
後輩との接し方

30

・｢好感を持たれる後輩指導｣を考える
・｢信頼される責任のとり方｣を考える
・｢やる気を引き出す育て方｣を考える

6-03

期待される中堅社員「女性編」
期待に応え楽しく過ごすために③
自己啓発を考える

30

・エネルギーを蓄積するためのポイント
・自己啓発のポイント

17

７．能力開発シリーズ
品番

7-22

題

名

マネジメントコアコース①
バランス・スコアカードによる
目標設定
ビジョンと戦略からの
ブレークダウン

7-23

マネジメントコアコース②
部門経営の為のアカウンティング
マネジメントに生かす管理
会計の考え方

7-24

マネジメントコアコース③
ヒューマン･キャピタル
マネジメント
成果目標管理と
コンピテンシー開発

7-25

マネジメントコアコース④
コーチングによるリーダーシップ
部下を伸ばす
双方向コミュニケーション

7-31 コーチング・スキル実践講座
(DVD)
傾聴・承認・質問

時間
(分)

VHS（2 巻）
DVD（2 巻）

30

30

管理会計の基本的な考え方を紹介し、現場デー
タ、数字に裏打ちされた部門経営を実践するため
のポイントを紹介します。経営センス・計数感覚
を磨き、収益力ある組織をつくるためのベースと
なる知識を習得します。
・管理会計とは何か
・現場データを部門経営に生かす

30

ヒューマン･キャピタル･マネジメントの基本を
紹介し、管理職の人材マネジメント力の向上を促
します。
・成果主義･目標管理への誤解
・成果目標管理による精算型の処遇
・コンピテンシーと人材への投資価値

30

リーダーシップのあり方を紹介し、それを実現
するスキルとしてコーチング手法を紹介します。
・いま、期待されるリーダーシップとは
・状況対応型のリーダーシップ
・コーチングとリーダーシップ

106

コーチングを実践してみたが「なかなかうまく
できない」といった人が少なからずいるようで
す。特によく使われる〈傾聴・承認・質問〉のス
キルを練習するための教材です。

20

1. なぜ作成するのか
2. 構成と基本
3. 計画の作成実務
4. キャリア形成促進助成金の申請
5.〈Q&A〉
6.〈事例紹介〉
7. 作成に便利なツールとアドバイス

20

CADS & CADI の活用の仕方
①シート(1)～(6)のまとめ表の記入
②CADI の活用
③面談での活用の仕方
④講座活用の仕方

中央職業能力開発協会

7-33

新時代の企業内キャリア形成支援
CADS & CADI の有効活用
中央職業能力開発協会

7-34 ケースで学ぶ
(DVD)
人事考課の基本と実践

7-35 コーチングに学ぶ
(DVD)
人を育てる「ほめ方・叱り方」

容

バランス・スコアカードのフレームワークを用
いて、企業のビジョン・戦略をブレークダウン
し、目標設定を進めるポイントを紹介します。管
理職の戦略思考力と目標設定力を向上させます。
・有視界経営からナビゲーション経営へ
・目標設定の重要性
・バランス･スコアカードの活用

事業内職業能力開発計画
作成のご案内
7-32
(DVD)

内

ドラマを視聴して実際に考課を行ない、その
後、解答・解説のコーナーを視聴することで、基
119 本的な考え方や方法を学ぶことができる考課者訓
練用の教材です。｢営業｣｢経理｣｢製造｣の事例を選
択視聴することができます。

60

18

「ほめ方・叱り方」をコーチングの考え方をペー
スにとらえ、「なぜ、ほめるのか」「なぜ叱るの
か」の本質論から具体的なスキルまでわかりやす
く解説しています。上手く使いメリハリの効いた
部下育成の実践に、ぜひご活用ください。

