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ＣＫＥＮ人材育成プログラム「考え方研修」 

 

 

ＣＫＥＮ『考え方研修』 カリキュラム 
 

 

●●●●「「「「オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション」」」」    
 

 社会人教育と技術教育のあいだに、何かもっと必要な教育があると思います。 

 それは、問題解決や改善活動、企画案を作成するなどの「考え方の技術」だと思います。 

 学校を出て社会人になり実務上すぐに役立つことは教えてもらいますが、考え方の技術 

   を基本から教えてもらうことはまずありません。 

 現場の都合で、２～３日の新人研修からすぐにＯＪＴという名目と指導形態で実践に駆 

   り出されます。 

 考え方の教育を学んでいない人材は蟻の目しか持たない人になってしまい、鳥の目を持 

   つリーダーとしての要素は身に付きません。 

 だから、本当に役立つ人材を作ろうとすれば、将来を見据えて、この考え方の技術をま 

   ず修得させてから実社会・現場に送り出すようにするべきだと思います。 

 

 この考え方教育のポイントは、心の持ち方の技術～実社会で役立つ考え方の技術をマス 

   ターすることにより、より心豊かで信頼される人間性を身に付けることができ、よりパフ 

   ォーマンスの高い仕事ができる様になることです。 

 

 ＣＫＥＮ社として永年取り組んできて集大成した考え方教育を、今回の研修で学んで頂 

   き、管理者として、リーダーとして、現場責任者として、広く役立てて欲しいと思います。 

    
 

●●●●コースコースコースコース日程日程日程日程とととと概要概要概要概要    
 

研修時間は、各項目１時間３０分～２時間程度とする。 

 
＊今回のコース内容は、随時変更される場合がありますので、ご注意下さい。 

№№№№    日程日程日程日程    タイトルタイトルタイトルタイトル    目的目的目的目的／／／／内容説明内容説明内容説明内容説明    

１   月  日 「「「「個人個人個人個人能力能力能力能力のののの高高高高めめめめ方方方方」」」」    
まず自分の保有能力を高める努力をする。そのために自分流で

言葉を定義し、ワードパワーを高める。 

２   月  日 「「「「コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト思考法思考法思考法思考法」」」」    
その場で、何が一番大切なことか、何が求められていることな

のかを判断するために、この思考法を身に付ける。 

３   月  日 「「「「ファシリテーションファシリテーションファシリテーションファシリテーション」」」」    
効率的かつ効果的な会議進行のテクニックを身に付け、短時間

で答えを得る方法を学ぶ。 

４   月  日 「「「「問題解決問題解決問題解決問題解決とととと改善改善改善改善」」」」    
何が問題か、課題かを抽出し、それを解決・改善するストーリ

ーと技法を学ぶ。 

５   月  日 「ＤＯＨＯＷ」「ＤＯＨＯＷ」「ＤＯＨＯＷ」「ＤＯＨＯＷ」    
行動効率を上げるためのキーワードを学ぶ。実行効率、成果を

上げるためのポイントを知る。 

６   月  日 「「「「コーチングコーチングコーチングコーチング」」」」    
自主性を引き出すトークを身に付ける。自立（自律）人を作る

ことはリーダーにとっての必要条件である。 

７   月  日 「「「「企画企画企画企画ととととプレゼンプレゼンプレゼンプレゼン」」」」    
会社員として、作業上または自発的に企画を提案していくこと

を期待される。そのための企画とプレゼンの要領を学ぶ。 

８   月  日 「「「「ロジックツリーロジックツリーロジックツリーロジックツリー」」」」    
大テーマをすぐ出来る行動レベルまで細分化するためのツール

を学ぶことにより、全体～詳細を見通す力を付ける。 

９   月  日 「「「「コンピテンシーコンピテンシーコンピテンシーコンピテンシー」」」」    
ハイパフォーマーの行動特性を段階的に分析することにより、

評価や人材育成に発展させることが出来るツールを学ぶ。 
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ＣＫＥＮ 『考え方研修』 

テキスト／目次集 
 

講講講講№№№№    タイトルタイトルタイトルタイトル    大大大大№№№№    大項目大項目大項目大項目タイトルタイトルタイトルタイトル    小小小小№№№№    小項目小項目小項目小項目タイトルタイトルタイトルタイトル    

●ポイント   

1-1-1 価値を高める 

1-1-2 自分が源泉 1-1 価値を創造する 

1-1-3 世の中に役立つために 

1-2-1 『考える』にはどうしたら良いのか 
1-2 「考える」を考える 

1-2-2 考えるための７つのステップ 

1-3-1 思考は言葉 

1-3-2 『自分辞典』 1-3 ＷＯＲＤパワーを高める 

1-3-3 『自分辞典』／作成のためのワーク 

添付資料① 「自分辞典／サンプル」 

№№№№１１１１    個人個人個人個人能力能力能力能力のののの高高高高めめめめ方方方方    

添付資料② 「自分辞典／記入表」 

●ポイント   

2-1-1 コンセプトとは？ 

2-1-2 ツールとしてのコンセプト 2-1 コンセプト・シンキング 

2-1-3 美容室における具体例 

2-2-1 コアとフレームの位置関係 

2-2-2 フレーム(現象)からコア（原因）を見つける方法 

2-2-3 効果的な対策を見つける方法 

2-2-4 コアとフレーム／実用レッスン 

2-2-5 コアとフレームの応用術 

2-2 コアとフレーム 

2-2-6 目的と手段 

2-3-1 ワークデザインの概念 

2-3-2 ワークデザインのサンプル 2-3 ワークデザイン 

2-3-3 ワークデザイン実用のためのワーク 

2-4-1 ホッパー図の概念 

2-4-2 ホッパー図のサンプル 2-4 ホッパー図 

2-4-3 ホッパー図／実用のためのワーク 

2-5-1 フラグシップ 
2-5 フラグシップと合意形成 

2-5-2 合意形成 

№№№№２２２２    コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト思考法思考法思考法思考法    

2-6 まとめ   

●ポイント   

3-1-1 ファシリテーションとは？ 

3-1-2 会議の特性 3-1 ファシリテーションとは？ 

3-1-3 会議の種類 

3-2-1 雰囲気を和らげ意見を出しやすくするための「アイス

ブレイキングゲーム」 

3-2-2 シチュエーション分析に効果的な「ＭＯＴ」 

3-2-3 分類しながら意見を集約する「特性要因図」 

3-2-4 ２軸を使った配置図「クロスチャート」 

3-2-5 問題点・課題抽出に便利な「マインドＭＡＰ」 

3-2-6 意見の展開～集約に効果を発揮する「ＫＪ法」 

3-2-7 アイデアが閃く「強制連想法」 

3-2-8 一般的まとめ手法「マトリックス図」 

3-2-9 評価に便利な「ＡＢＣ評価法」 

3-2-10 行動の実行効率を飛躍的にアップする「Ａ→Ｄ変換」 

3-2 
ファシリテーションで使用する

各種ツール 

3-2-11 行動計画に便利なガントチャート（日程表） 

№№№№３３３３    ファシリテーションファシリテーションファシリテーションファシリテーション    

3-3 会議方式のいろいろ 3-3-1 スクール形式 



3-3-2 円陣形式 

3-3-3 バズセッション 

3-3-4 メモ会議 

3-3-5 ボード利用会議 

3-3-6 板書きの技術 

3-4-1 ファシリテーション基本メソッド 
3-4 

テーマを限定した改善会議の進

行方法 3-4-2 ファシリテーション／ワークショップ 

3-5 まとめ   

添付資料① 「定番会議のチェックポイント」 

添付資料② 「ナレッジレポート」 

添付資料③ 「ＫＪ法の手順説明」 

添付資料④ 「ファシリテーションシートサンプル“お互い信頼関

係を持って支えあえるチームワーク作り”」 

添付資料⑤ 「ファシリテーションシート／記入表」 

●ポイント   

4-1-1 検討プロセスを記録する 

4-1-2 議事録作成 4-1 ドキュメント作成 

4-1-3 メモの技術 

4-2 問題解決手順 4-2-1 問題発生から改善・恒久対策までの手順 

4-3-1 ５Ｗ１Ｈの弊害 

4-3-2 改善ストーリー 

4-3-3 改善ストーリーの例「待合の改善」 
4-3 改善手順 

4-3-4 改善ストーリー作り／ワークショップ 記入表 

4-4-1 アナロジカル・シンキング 
4-4 創造的アイデアの源泉 

4-4-2 バイオミメテックス・サンプル例 

№№№№４４４４ 問題解決問題解決問題解決問題解決とととと改善改善改善改善 

4-5 まとめ   

●ポイント   

5-1-1 テーマの目的をしっかり把握する 

5-1-2 情報の共有と生きた進行管理 

5-1-3 チェック者による忘れ防止 

5-1-4 前回議事録の宿題チェック 

5-1 明確な目標～効果測定 

5-1-5 効果測定～評価 

5-2-1 Ａ→Ｄ変換とは？ 
5-2 Ａ→Ｄ変換 

5-2-2 Ａ→Ｄ変換／習得のためのワーク 

5-3-1 リスクマネジメントとは？ 
5-3 リスクマネジメント 

5-3-2 コンティンジェンシー・プランニング 

5-4-1 ＯＪＴ／ＯＦＦＪＴ 

5-4-2 ＯＪＴのケースワーク／感想ワーク 5-4 ＯＪＴ 

5-4-3 ワークまとめ 

5-5-1 報連相とは？ 

5-5-2 報告について 

5-5-3 相談について 

5-5-4 報告する側から見た報連相 

5-5-5 報告される側から見た報連相 

5-5 報連相の徹底 

5-5-6 ＯＪＴヒント作り／ワークショップ 

5-6-1 ステージを与えれば人は自主的に動く 
5-6 ステージング 

5-6-2 ステージの作り方 

№№№№５５５５    ＤＯＨＯＷＤＯＨＯＷＤＯＨＯＷＤＯＨＯＷ    

添付資料① 「Ａ→Ｄ変換 レッスンシート」 

●ポイント   

6-1-1 コーチングとは 

6-1-2 オートクライン 

6-1-3 マネジメントの変化をあらわすキーワード 

6-1-4 トレーニング（ティーチング）とコーチングの違い 

6-1-5 コーチング用語集 

№№№№６６６６    コーチングコーチングコーチングコーチング    

6-1 コーチングの理論 

6-1-6 コーチングのメリット 



6-2-1 コーチが使用する言葉の例 
6-2 コーチングの準備 

6-2-2 コーチング トーク／サンプル 

6-3 コーチングのワーク 6-3-1 コーチングトーク／習得のためのワーク 

6-4 まとめ   

添付資料① 「コーチング用語／解説集」 

添付資料② 「コーチング／トークサンプル」（後輩へ） 

添付資料③ 「コーチング／トークサンプル」（同僚へ） 

添付資料④ 「コーチング／ケーススタディ記入用紙」 

●ポイント   

7-1 起案～企画の流れ 7-1-1 基本ステップ 

7-2-1 プレゼン（プレゼンテーション）とは？ 
7-2 プレゼン（プレゼンテーション） 

7-2-2 プレゼンの種類 

7-3-1 読む側の立場で書く 

7-3-2 フレームワーク 

7-3-3 ストーリー性 

7-3-4 文字・表現に注意 

7-3-5 映写資料のポイント 

7-3 
プレゼン資料作りと発表時のポ

イント 

7-3-6 発表時の注意 

7-4 ３分間プレゼンを考える 7-4-1 ３分間プレゼン作り／ワークショップ 

7-5 まとめ   

添付資料① 「起案書（記入サンプル）」 

№№№№７７７７    企画企画企画企画ととととプレゼンプレゼンプレゼンプレゼン    

添付資料② 「企画書（記入サンプル）」 

●ポイント   

8-1-1 ロジックツリーとは 

8-1-2 ロジックツリーの作り方 8-1 ロジックツリー 

8-1-3 ロジックツリーの効果 

8-2-1 分解レベルを合わせる 

8-2-2 チャンクダウン 

8-2-3 チャンクアップ 
8-2 作成上のポイント 

8-2-4 スライドアウト 

8-3-1 共通メインテーマ設定 
8-3 

ロジックツリーを作ってみよ

う！ 8-3-2 ロジックツリーを作成する 

8-4 本日のまとめ   

添付資料① 「美容室ロジックツリー」サンプル 

№№№№８８８８    ロジックツリーロジックツリーロジックツリーロジックツリー    

添付資料② 「モチベーション ロジックツリー」記入用紙 

●ポイント   

9-1-1 評価的側面 
9-1 コンピテンシーの２つの側面 

9-1-2 育成的側面 

9-2-1 全体ストーリー説明 

9-2-2 （１）インデックス作り 

9-2-3 （２）評価シート作り 

9-2-4 （３）評価用採点表とレーダーチャート準備 

9-2-5 （４）採点実施 

9-2-6 （５）データ作成 

9-2 コンピテンシー資料の作り方 

9-2-7 （６）レベルアップシート作成～アドバイス 

9-3 
コンピテンシー作りを実践して

みよう！ 
9-3-1 

コンピテンシー／ワークショップ 

9-4 まとめ   

添付資料① 「チーフマニュアル」 

添付資料② 「コンピテンシー／評価シート」 

添付資料③ 「コンピテンシー／採点表」 

添付資料④ 「コンピテンシー／レーダーチャート」 

添付資料⑤ 「コンピテンシー／レベルアップシート」 

№№№№９９９９    コンピテンシーコンピテンシーコンピテンシーコンピテンシー    

添付資料⑥ 「コンピテンシー／ワークショップ」記入用紙 

 


