
 

超大手企業で導入中の「EQ テスト」で、“科学的に”社会人スキルを高める！ 

 「成果が出せる」社員を育成するセミナー 
 
社会人としての基礎は定着していますか？若手・中堅社員の方を対象に、ビジネスマナーや顧客応対のルールを

再確認していただきます。でも、ビジネスマナーは習得していて当然！戦力になるにはそれだけでは足りません。 
そこで自ら“成果を出せる社員”になり、後輩・部下を育成するノウハウを科学的データを用いて伝授する、一

風変わったセミナーを開催します！基本マナーの見直しから、自己研鑽・人材育成まで。多くの方の参加をお待ち
しております。 
 ◆開催日 平成 2８年 11 月２２日（火） 

◆会 場 岡山商工会議所 ４階４０４会議室 
◆対 象 新入社員から中堅社員 
◆受講料 受講者１名につき（テキスト代、受講特典、消費税を含む） 

会員事業所 ⅠorⅡのみ 5,000 円  一日 10,000 円 
非会員事業所 ⅠorⅡのみ 8,000 円  一日 16,000 円 

 ◆講 師 株式会社カイマネージ 代表取締役 小林こずえ 氏 
鉄道・通信などのインフラ企業、自動車関連などのモノづくり企業を中心に、現場が楽

になる仕事の進め方を開発・提供する。心や脳の仕組みを使って、「誰でも」「確実に」

「成果が出る」手法を定着させることをモットーとしている。営業やマネジメントの経

験をもとに、きれいごとではない実践的、具体的な研修を行っている。 
今回の研修は、日本のインフラ企業中心に 10,000 人の管理職をラクにしたノウハウ

からの企画である。 

☆申込方法 下記の申込書をＦＡＸでお送りください。後日、受講票を送付させていただきます。 

〒700-8556 岡山市北区厚生町 3-1-15 岡山商工会議所 地域振興課  Tel (086)232-2266 Fax (086)232-5269 
ＦＡＸ：０８６-２３２-５２６９                                   平成 28 年  月  日 

「成果が出せる」社員を育成するセミナー 受講申込書〔11/22 開催〕 

事業所名                             業種（金融・不動産等）               

 所在地 〒                            TEL            FAX          

申込担当者                       受講料合計         円 （請求書 □要・□不要 ）   
受講料支払方法（次のいずれかに✔をお付けください） 
□ 銀行振込 （振込先：中国銀行本店 普通預金 №760781 口座名：岡山商工会議所）       □ 当日支払 
№ 受講者氏名 所属（営業・事務等） ご希望の講座を○で囲んでください 

１   午前のみ ／ 午後のみ 

２   午前のみ ／ 午後のみ 

３   午前のみ ／ 午後のみ 

ご記入いただいた情報は、当所からの各種連絡・情報提供のために利用することがあります。 

＜研修のポイント＞ 
◆ ビジネスマナーの基礎を見直し、社内外から好かれる＆ファンの多い社員になる 
◆ 働く上での行動パターンを科学的に分析し、自身の強みと弱みを把握する 
◆ 成果を上げるための、具体的なコツ（強みの伸ばし方・弱みの改善方法）を習得する 

Ⅰ．ＥＱテストによる現状分析  9：30～12：30  Ⅱ．ＥＱテストによる能力の開発 13：30～17：00 

１．基本的なビジネスマナーの復習 
【ワーク・ディスカッション】

※ビジネスマナーの基本を、お互いに振り返ります。 
※EQ 能力の実験も行い、社会人としてのこころの使

い方をチェックします。 

２．EQ テストとは【ワーク】 

(1)EQ（仕事における行動パターンの分析）の必
要性 

(2)EQ テストによる自己分析 
・分析データからみる、各項目の意味 
・行動特性からみる、強みと弱みの現状把握 
・仕事に必要な行動パターンをどの程度実行に移せて

いるか 

 
１．EQ テストによる能力開発【ディスカッション】

～成果を上げるためにするべきこと～ 
  ・コミュニケーション力を上げる！ 
  ・臨機応変な対応で信頼を得る！ 
  ・ストレス対処法を学ぶ！ 
  ・提案力を習得しよう！ 
  ・業務の能率を上げるノウハウを身に付けよう！ 

２．行動計画の作成【ワーク】 

分析結果と講義内容をもとに、成果を上げるため
に、すべきことを見える化しよう 
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