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今回は、若手女性人材 基盤力強化研修「育勉式 早期教育プログラム」を受講いただき、誠にありがとうございます。

この教育プログラムは、組織で働く女性人材を対象に、将来にわたって個人の成長を支える《基盤力》を鍛えることを目的として実施いたしました。基盤

力とは、仕事に対する自己の動機づけ・成長欲求、そして何より、自ら考え行動する力（主体性）です。

昨今、働き方改革を通じた組織活性化、そして女性活躍を通じた管理的立場を担える人材育成の重要性が謳われています。将来にわたって組織で活躍でき

る女性人材を育てるには、職場で身につく業務経験やスキルだけでなく、上記に掲げる《基盤力》をできる限り早期に開発することが不可欠です。なぜな

ら、若手人材の《基盤力》を高めることは、職場での教育効果を高め、結婚や出産など時間的制約のある両立期にも戦力人材として活躍できる力を蓄える

ことになるからです。

株式会社NOKIOOでは、2013年に女性の社会参画支援事業（ON-MO）を開始し、その後、2016年に一般社団法人育勉普及協会を立ち上げ、女性人材育成

のための研修・セミナー開発と、企業だけでなく行政事業や個人への提供に取り組んできました。子どもを持った女性に両立期のマインドと行動術を教え

る育勉セミナーの参加者は全国で1,000人を超え、そうした女性たちが組織や地域でいきいきと活躍することに貢献しています。

今回の研修プログラムにより、受講者のみならず、企業の関係者の皆様にとっても、多様な人材活躍が促進されることで、時代の変化に柔軟に対応し成長

を続ける組織作りに貢献できることを願っております。

今回の研修レポートをまとめさせていただきましたので、関係者の皆様で共有いただき、女性人材育成にさらなるご支援をいただければ幸いでございます。

－株式会社NOKIOO ON-MO事業部 事業部長／一般社団法人育勉普及協会 理事 小田木朝子
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１．研修概要



両立期

「育勉式 早期教育プログラム」とは？
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企業内の若手女性人材を対象にした、合同集合研修プログラムです。

目的は、働くことへの目的意識を高め、将来にわたって個の成長を支える《基盤力》を鍛えること。

実務の現場ではフォローが難しい、女性特有の思考や課題に特化した専門プログラムです。

基盤力 仕事意識
（自己の動機づけ）

成長欲求 自ら考え行動する力＝ × ×

Q）なぜ若手女性の基盤力強化が大事なのか？

時間軸

能力軸

同じ環境でも、成長
速度と成果が変わる

ブランクの有無と
組織貢献度が変わる

若手期（20代） 中堅期（30～40代） 成熟期（40代以降）

基盤力高

基盤力低

若手のうちに、基盤力を開発することで、将来にわたって仕

事で活躍できる素地が身につく。

両立期（ライフステージの変化）を迎える女性人材は、ビジ

ネスの専門知識と経験だけではない、女性特有のキャリア開

発の働きかけ（機会提供）をすることが欠かせない。

A）



研修プログラムの特徴
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プログラムの基本構成 ～研修内容の定着と効果持続のための設計～

基礎講義 実践（個人ワーク） 応用（ディスカッション） 定着（内省と振返り）

１．聞くだけ研修にしない。自ら考え、実践できる研修へ。
固定的な思い込みを排除し、個人の可能性を引き出す問いと提言を参加者に投げかける。聞くだけではなく、参加者が自分な

りに考える研修を目指す。多様な参加者同士のディスカッションから、視野を広げ、学びの質を高める効果も狙う。

特徴

２．「個人の尊重」が引き出す、仕事への強いコミット。
女性が「自分ごと」として没頭することができるプログラム構成と内容に、当研修独自のノウハウがある。企業視点の押し付

けはしないが、結果として企業経営に貢献する個人の意欲と意識を喚起することを目指す。

３．女性特有の仕事観と自己意識に対応した《女性特化》人材育成研修。
当研修の役割は、職場の男性マネージャではフォローし難い、女性のライフステージ変化などの不安を解消しながら、仕事へ

の動機づけを行うこと。職場でのOJTや、男女混成の技能研修とは明確に意義を別にすることで、最大限の効果を上げる。



当研修の位置づけ
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実現したい効果 女性活躍推進における課題のうち、「個人の観点」、特に意識課題に効果を上げること。

女性活躍の課題

個人の観点

意識（仕事意欲）

実務スキルと経験

家庭環境職場環境の観点

制度の観点

研修が提供するもの 研修後の目指す変化女性活躍推進における課題分類

 自己を客観視する機会

 働く目的を考える機会

 キャリアを考える機会

 ライフプランを考える機会

 将来の自己イメージを持つ

 仕事のやり方を振り返る

 主体性を発揮する機会

 多様な他者と交流する機会

 仕事への目的意識が持てた

 仕事のやりがいを高めた

 モチベーションが上がった

 仕事を続ける覚悟ができる

 主体性の重要さを理解した

 成長実感が得られた

 視野が広がった

当研修では、女性人材の成長やモチベーションを左右する「意識（仕事意欲）」を課題にフォーカスし、多面的かつ主体性を引き出す

アプローチでプログラムを構成しています。



研修スケジュールとカリキュラム

©2018  NOKIOO,INC. ALL RIGHTS RESERVED. 8

プログラムNo. タイトル 研修概要（講師） 時間 A日程 B日程

1 意識改革 これからを生きる女性が押さえたい《働きがいの新価値》

仕事に対し自己を動機づける考え方と手法を、講義と個人

ワーク・ディスカッションで深く理解し習得する。

（一般社団法人育勉普及協会 理事 小田木朝子）

2.5時間

Day1

4月26日

Day1

5月10日

2 長期計画
人生100年時代、働く女性のためのライフプランニング
～誰も教えてくれない女性のためのお金の知識～

働き続けることの意義を経済価値と、非経済価値の両面で理

解し、仕事への覚悟を持つ。

（ファイナンシャルプランナー 池田亮平）

2.5時間

3 実践術
限られた時間で成果とやりがいを追う時間術
～ライフステージの変化に柔軟に対応する両立への備え～

仕事の生産性を意識し、行動管理と時間管理の実践テクニッ

クを習得。両立への備えを志向面と技術面から考える。

（一般社団法人育勉普及協会 理事 小田木朝子）

2.5時間

Day2

5月24日

Day2

6月7日

4 実践術
女性活躍を阻む男女の意識課題を考える実践演習
～チーム討議とプレゼンテーション～

テーマに対し、チーム討議をしながら課題把握と改善案の立

案を行う。プレゼンテーションをゴールにした実践演習。

（一般社団法人育勉普及協会 理事 小田木朝子）

2.5時間



メイン講師・ファシリテータ（小田木朝子）
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講師実績（一部）

• 静岡県主催 女性活躍メジャー推進事業（講師）

• 静岡県主催 ふじのくにさくや姫サロン事業（講師）

• 浜松市主催 はままつ働く女性応援ネットワーク会議

（女性活躍実践研修 講師）

• 国土交通省浜松河川国道事務所 人材育成戦略セミナー（講師）

• 磐田信用金庫 男女の意識改革ワークショップ（講師）

• ヤマハ発動機マネジメントサービス様 社員総会（講師）他多数

小田木朝子（中小企業診断士）

株式会社NOKIOO／一般社団法人育勉普及協会 理事

2社の転職、結婚・出産を経てITベンチャー・NOKIOO創業メンバーとして
参画。自身の経験を活かし女性の社会参画支援事業『ON-MOプロジェク
ト』を立ち上げ。2013年より始めたワークショップ型セミナー「育勉セミ
ナー」は過去1,000人以上が受講。2016年12月『一般社団法人 育勉普及協
会』を設立、理事として育勉の普及に全力を傾けている。自治体と連携し
た事業の企画運営、講演、執筆などの活動も精力的に行う。
2017年静岡新聞夕刊「窓辺」に女性活躍に関するコラムを執筆。

強み①
女性管理職（役員経験と現・事業部長）

強み②
キャリアと子育てを両立するママ

強み③
女性キャリアにおける活動実績と講師実績

⚫ 第2子出産後、2010年34歳で株式会社NOKIOO役
員就任。女性の社会参画支援事業を立ち上げ、同
社の新たな基幹事業に育成。（2016年役員退任）

⚫ 現在は女性事業の事業部長とし、4名の部下を持
ち、企業や自治体への事業提案・人材育成研修講
師他、女性の就労支援に尽力。

⚫ 2017年静岡県よりイクボスとして表彰。

リーダーとしてのキャリアを選択し、事業運

営・人材育成・組織の様々な課題に向き合う当

事者・ロールモデルとしての経験が強みです。

⚫ 子育てと仕事の両立に悩んだ当事者として、自身
の経験を語ることができる。（小4、5歳の2児）

⚫ 第1子出産を機に中小企業診断士を取得。現在グ
ロービス経営大学院に在学。経営学修士（MBA）
取得のために学ぶ。女性に中長期視点でキャリア
を考えることの重要性と、そのための実践論を発
信する。

変化に柔軟に対応しながら、「仕事も家庭も両

方大事」が信条。子育てとの両立を自ら実践し、

その意義を伝えます。

⚫ これからの時代にあった女性の働き方とキャリア
を実現するための理念を「育勉」として提唱。一
般社団法人育勉普及協会を設立し、理事に就任。

⚫ これまでに1,000人以上の女性に実践型セミナー
を提供。キャリアや両立に対する多くの女性の声
に向き合い、悩みや課題に応える。

⚫ 平均月2件以上の女性研修や講演を行う。

学生から女性リーダーまで、多様な女性のキャ

リアに関する講演・執筆経験が豊富です。
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２．研修の内容



① 困難に向き合う・リスクに備える

② 人生100年時代とはどんな時代か

③ 働く女性のためのライフプランニング

④ これからの豊かさについて考える

趣旨・課題意識

主な内容

プログラムの目的は、将来設計とリスクへの理解を深めることで、将来への漠然とした不安を解消することです。
私たちの生きる人生は「人生100年時代」と言われ、親世代が歩んだキャリアとは大きく異なります。この変化を理解し、可能性
とリスクを具体的につかむことで、将来に対する具体的な備えを明らかにします。
一般的なライフプランニングは経済的観点で働くことを捉えますが、ここでは非経済的観点からも考察することが特徴です。
「豊かな人生とは何か？」という設問に対し、個人として避けることが困難な状況や挫折に対する接し方や、様々な人的ネット
ワークの構築方法について、視野を広げることを意識しながら、今後の自分の将来像について具現化します。

1日目（DAY1）－研修内容
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プログラム1 これからを生きる女性が押さえたい《働きがいの新価値》

プログラム2 人生100年時代、働く女性のためのライフプランニング

趣旨・課題意識

主な内容

プログラムの目的は、受講者の仕事と人生に対し、より主体的に考えることを目指すものです。前半では、主体性が必要な理由
について、社会変化の観点から企業を取り巻く環境を説明した上で、主体性を高めるために必要な「自ら考え行動すること」が
個人に与える価値を理解します。後半では、《働きやすさ》と《働きがい》の2軸について理解し、主体性を発揮することによる
《働きがい》の向上について、グループディスカッションを通じて「自ら考えること」を目指します。働きがいを高める要因と、
働きがいを抑える要因それぞれについて、3つの概念を伝え、自らの課題と仕事への取組み姿勢、意識（動機付け）との結びつけ
を促します。最終的には、自己の課題を認識し具体化することで、将来の変化に向けて、行動が促進することを目指します。

① 働くを考える（自己の価値観と向き合う）

② 時代の変化、求められる人材の変化

③ 働きがいを高める要因と抑える要因

④ 働きがいを高めるために私ができること



研修の様子（DAY1）
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研修レポートの仕組み（全プログラム共通）
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※内省…自分の考えや行動などを深く顧みること。

各プログラム受講後、受講生は文章型レポートを提出し、内省（※）と行動の具体化を促され、学んだ内容のより深い定着を図ります。

１．課題発見・要因分析

問い）当プログラムを受講し、自分自身や環境に対し課題だと感じることはありますか？またそれは

どんなことが要因だと考えますか？

問い）当プログラム受講によって学んだこと、気づいたことを書き出してください。

問い）上記の学びや気づきを、仕事や組織、今後の自分にどのように活かせると思いますか？できる

限り具体的に考え、書き出してください。

問い）受講を終えて、もっと知りたいこと、今後学びを深めたいことはありますか？

２．学んだ内容の考察

３．学びの具体化・行動化

４．能力開発のきっかけ

 自己を振り返り、問題や課題を具体的に見いだせているか？
 学んだ内容を論理的かつ簡潔に文章化できるか？自分の考えがあるか？
 気づきや課題意識を、具体的な行動に置き換えできているか？

共通チェックポイント



受講者レポート抜粋（DAY1-プログラム1,2-）
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プログラムの趣旨を理解し、自己の課題・状況の考察や主体的な気づきにつながっているコメントを抜粋しています。

⚫ 主体性・自己肯定・貢献が出来る仕事を時々で選び、作り出すという指標をもてた

ことは、このあとの職業人生において、とても心強い基盤になると思う。（40代女

性）

⚫ 家庭人としての働くことへの罪悪感を取り除き、越えなくてはならないハードルは

高くでも働きがいというところに価値を見出していくことが大事だと感じました。

働きがいや、やりがいというのは、決して与えられるものでなく、自分から求めて

いく、作っていくものだということをあらためて心に刻むことができたように思い

ます。（30代女性）

⚫ 「仕事」と「家庭」を天秤にかけ、どちらか一方を「犠牲」にするという考え方を

払拭するという考え方を改めることが必要だと感じた。職場でも共有し、みんなが

楽しく仕事に取り組むことによって、個人のパフォーマンスも向上することにつな

がると思う。（20代女性）

⚫ 「できない」「無理」の考え方から、自己肯定感を意識した考え方にしていきたい

です。他業種の方々と交流をし、女性特有の悩みを抱えている方が多くいる事を実

感しました。私が抱えている不安や悩みが私だけが抱えている問題でない事に気づ

きました。（20代女性）

⚫ 今回の研修を受講し、大変今後の自分の仕事に対する考え方において大変良い機会

になる講座でした。今自分が思うこと、感じることを大切に仕事に向き合っていこ

うと気づくことができました。そして、時々自分の働く意義、今後どうしていきた

いのか立ち止まって考えていくことも必要だと感じました。（20代女性）

⚫ 数年前まで自分を動機づける、働く理由が見つからずに働いていたような気がしま

す。何の為に働くの？と聞かれたとき、生活の為、働かないとダメな人間だか

ら・・など働かなければいけない理由を挙げていたと思います。今回のセミナーで

考えるきっかけを与えていただき、自分には働きがいができたんだと自覚し自信に

なりました。（20代女性）

⚫ 私は日頃、比較的若い層の女性と働いています。私自身も入社したてのころは働き

がいが人生設計において重要であることに実感が沸きませんでした。自分の経験も

踏まえて若手の同僚の相手の気持ちを汲みながら接していくことが大切であると感

じました。相手の考えが変わるのを待つのではなく、自分が変わることが必要。職

場においては後輩から参考にしてもらえる人間性を身につけていきたいと思います。

（40代女性）



プログラムごとの満足度
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プログラム１「働きがいの新価値」への満足度として、当てはまるものをお答えください。プログラム1

大変満足 78.9％

⚫ 考え方について視野を広げることができた。今までとは違った見方ができる知恵を教えてもらえた。自分にとっての「仕事」とはなんなのか、課題も合わせて具体化

するきっかけになった。

⚫ 仕事と家庭がバランスが取れて、働きがいも感じながら働けていることに気付かせてもらいました。

⚫ 自身の公私タイミング的に「仕事」と「会社」に対するロイヤリティ、モチベーションが大変低い状態にあったのですが、あらためて仕事の自分にとっての大切さと、

自己肯定感を見つめなおすきっかけになりました。その辺のカウンセリングよりよっぽど有用でした。

⚫ 初めて出会う人たちの価値観がまず新鮮だったし、それを自分の中にも取り込みたいと感じた。

⚫ 今までは、将来のためにお金の面で働く意味をもっていたが、人間性を高めたり、家族や周囲のために働くことを幸せに感じることが働きがいになると学べた。研修

後、今までよりは他人の気持ちを考えるようになった。

⚫ 女性という立場からの仕事への向き合い方について、様々な年齢の方と意見を交換し考えを深めることができたため。自分が持っていた疑問を少し解決することがで

きたため。



プログラムごとの満足度
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プログラム2「これからの時代の豊かさ」への満足度として、当てはまるものをお答えください。プログラム2

大変満足 57.9％

⚫ お金について知る必要性と、お金に依存しすぎず、非金銭資本 に注力していく必要を知ることができた。また、30代のうちに 経験資本を増やそうと改めて思えた。

⚫ 自分の人生において、「お金」の価値を見直すことができた。ただ漠然と将来に不安をいただくのではなく、不安の理由を明確にして対処する方法を教えてもらえた。今後の人

生を豊かにする方法を学べた。

⚫ お金も大事だけどお金に依存しすぎないこと、人脈を広げたり、能力を開発することの大事さを改めて感じることができました。

⚫ 「ライフプラン研修」のイメージを覆す内容でした。豊かさ＝振れ幅である、という考え方に大変共感しました。

⚫ 人生を豊かにするためのお金の使い方について、より詳しく学びたいと思いもう少し時間を掛けたいと感じました。

⚫ 仕事上、非常に役に立つ内容で参考になった。お客様との会話で利用しています。

⚫ 自分の生活が忙しい事を言い訳に、わざわざ考えないようにしていたことをもったいなく思った。 世間の事、ニュースに挙がる話題が自分に関係のある事思って目を向けたいと

思えるようにしてくれた。



講師講評（DAY１）
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プログラム1

これからを生きる女性が押さえたい《働きがいの新価値》

プログラム2

人生100年時代、働く女性のためのライフプランニング

⚫ 受講者の頭の中には、仕事や人生に向き合うに際し、自ら考えることが
必要であるという認識がある点は評価できる点であった。一方で 「な
ぜ自分で考えることが重要なのか」「主体性を発揮することが自分の人
生にどんな価値をもたらすか」という設問に対して明確に回答できる人
が少ない印象を受けた。その理由として考えられるのは、自問する習慣
が少ないことがあげられる。例えば、日常の仕事においても、上司によ
る「問いかけ」を通じて、本人が深く本質を考える機会を提供すること
により、主体性を育てる機会を意識的に作ることが重要であろう。

⚫ 自己理解を深めるために、研修では「書き出す」ことの重要性と効果を
体験いただいた。自己を動機づける「働く理由」は全員が持ち合わせて
いる。忙しい毎日に没頭してしまうと、中長期で自分のキャリアを考え
ることが無くなる。「何を大切に生きたいか」「何のために働くか」な
ど、自分のことであっても想像以上に自覚されていないことが明らかに
なった。自覚次第で改善できることから、成長促進のために自己を振り
返る機会は定期的に持つように心がけたい。

⚫ 今後キャリアを進めていく中で、他者に貢献するという視点を強く持つ
ことが成長には欠かせない。特に若い世代は自分視点が中心になるが、
「自分は誰の役に立つのか」という視点で仕事や顧客・上司・仲間を見
つめ、他者に貢献することで成長とやりがいの両方を高めていく喜びを
職場でも意識してほしいし、上司から気づきを与えてほしい。

⚫ 自分および家族でのライフプランニングを行っている人の割合はわずか
であり、働く女性が将来に対する具体的な計画機会を持つことの重要性
を再認識した。社員個人の人生設計は企業の責任範疇を超えることにも
なりかねないが、資産形成や社会保障の漠然とした不安や知識不足は、
仕事姿勢や仕事を続ける覚悟への影響が想定される。特に未婚の若い年
代から金銭教育を通して理解を深めることは、仕事姿勢向上への好循環
が期待でき、人材育成の観点からも有用であると考えられる。

⚫ 受講者の反応から、仕事を通じて得られる報酬（経済的価値）の重要性
に加え、非経済的価値（スキル、知識、仲間、生活、友人関係、アイデ
ンティティ、人的ネットワーク）の重要性を確信する機会となった。
「自分にとって豊かな人生とは何か」という視点で考えることにより、
経済的価値と非経済的価値のバランスの重要性と、非経済的価値の充実
には、仕事へのやりがいが不可欠であると気づくことができる。こうし
た価値観こそ、長期に渡って働くことやキャリアアップへの主体性を高
めることにつながり、当プログラムの意義は大きい。



① 働き方改革の本質（私にとっての意義）

② 能力開発と生産性（改善と革新／短期と長期）

③ 育勉式時間術・行動術

④ 視野の広げ方、視座の高め方

① 課題を具体化し、要因を考察する

② 課題に対する解決策を多面的に考える

③ 主体的に意見し、チームに貢献する

④ 多様な意見を認め、自ら行動する

趣旨・課題意識

主な内容

『女性活躍を阻む男女の意識課題』をテーマとして、課題の抽出・要因分析・改善提案をグループに分かれて実施し、成果物を
アウトプットする実践演習プログラムです。今より女性人材が活躍するために、問題意識（固定概念）に焦点を当て、男女およ
び役職などの多面的な観点から考察を深めます。様々な企業規模・業種・職種の受講者たちが、自己の職場や自分たちの課題に
ついて活発な議論をすることで、本質的な課題の発見や、改善策の発見を目指します。グループメンバーが主体的に参加し議論
することで、成果を生み出す体験によって、研修内容の定着を図ります。また、問題の把握にブレスト手法を用いるなど、研修
後に活用できるテクニックも提供します。

2日目（DAY2）－研修内容
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プログラム3 限られた時間で成果とやりがいを追う時間術

プログラム4 女性活躍を阻む男女の意識課題を考える実践演習

趣旨・課題意識

主な内容

プログラムの目的は、固定概念にとらわれない思考の重要性を自覚し、中長期の能力開発への動機づけを行うことです。
生産性向上と人材育成を通した働き方改革を促進するために、特に生産性向上が個人に与える価値を考察します。
自己の仕事の生産性向上のために、「改善アプローチと革新アプロ―チ」「仕事と家庭」「短期と長期」などの複数の枠組みを
用いたグループディスカッションを通して、自己や職場の課題を踏まえて考察します。
最終的には、講師からフレームワークを使った提言と、目標達成の方法を提供することにより、目の前の仕事に追われる状況か
ら脱却し、新たな能力開発の実現方法の理解と中長期でのキャリア設計を実現し、行動につなげることを目指します。



実践演習 進行とアウトプット
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プログラム4 解説

課題抽出 テーマ選定 原因探求 解決策の検討 プレゼンテーション

※標準的なチーム構成人数は、4名～5名です。（研修総人数に合わせて調整します）



研修の様子（DAY2）
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受講者レポート抜粋（DAY2-プログラム3,4-）
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⚫ 仕事の進め方や生活について行動を振り返り、生産性を低下させている問題を明確

にし、改善や革新アプローチが出来る事を見つける必要があると感じました。日々、

やりたい事が多くなっていく反面、何が一番やりたい事なのか不明確になっていた

為、やりたい事を明確にし、やりたい事をやった事へ変えていきたいです。（20代

女性）

⚫ 視野を広げ、視座を高めて、自分にはどんな能力が必要なのかを考えてみたいと思

います。革新アプローチやビジョン型思考を意識し、それを続けることで技術とし

て身につけていきたいです。（30代女性）

⚫ 生産性とは会社視点での意味しか考えていなかったが、私たちにとっての生産性向

上の意義もあり、自分の働きがいを高めることに繋がっていることを学びました。

生産性向上を会社ごとと思わず自分ごとという考えも持っていかなければならない

と思いました。（40代女性）

⚫ レシピ式行動術は、仕事にも活かせるので実践したい。今すぐやりたいこと、長期

的にやりたいこと等分類して具体的に計画をしていきたい。「自分がどうなりたい

か」という目標をもってそのためにやるべきことを考えられるビジョン型思考に少

しずつ変えていきたい。（20代女性）

⚫ 今回おこなったポジションマップは課題を整理し考えていくうえでとても分かりや

すかったので社内のミーティングに活用していきたい。原因からの因果関係を見つ

けて、改善策を出し、自分で考える習慣を持つ。（20代女性）

⚫ 今まで自分自身も、他者からの評価を恐れて受け身な仕事をしてきたと思います。

このようなセミナーの場に行かせていただき、仕事が楽しい・働きがいがあること

がどれだけ幸せなことか身をもって感じています。同じような気持ちを共有できる

女性が会社内で増えていくことが理想です。その為に私が出来ることは何なのか。

今後考えていきたいと思います。（20代女性）

⚫ 仕事に対するモチベーションは自分だけが高ければいいということではない。一緒

に働いている仲間全員がモチベーションを上げるためにはどのような行動をすれば

いいかという課題が見えた。男女、というくくりだけではなく、年齢、世代、役職

など、いろいろな立場にある人とコミュニケーションをとっていくことが大切。そ

れにより働きやすい職場ができていく。自分もその一旦を担っているということを

常に考えて行動したいと思った。とにかく何に対しても「考える」ということが重

要。現状に甘んじることなく、自己バイアスに捕らわれることなく、未来を見据え

て「今」という時間を大切にしたい。（40代女性）

プログラムの趣旨を理解し、自己の課題・状況の考察や主体的な気づきにつながっているコメントを抜粋しています。



プログラムごとの満足度
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プログラム3「働きがいを高めるための生産性」への満足度として、当てはまるものをお答えください。プログラム3

大変満足 73.7％

⚫ 仕事でもプライベートでも大事なことで、すぐに実践できそうなのに、このプログラムを受講するまでできておらず、すぐ実践しよう！と思えた。

⚫ 時間の使い方について見直すきっかけになった。自分が目指す将来の姿を実現させるための方法を学ぶことができた。限られた時間を最大限有効活用するために努力

をしていこうと思えた。

⚫ 「タイムマネジメント研修」のイメージを覆す内容でした。やらなきゃいけないことの効率ではなく、やりたいことを実現するための時間管理術、というアプローチ

がしっくり来ました。

⚫ 生産性という大きく見えた課題に対して書き出し、話し合う時間が多く設けられていたことで具体的に取組むことができました。

⚫ 生産性を意識した取組をしても、自分の知識不足や経験不足でうまくいかないことが多い。しかし、少しの工夫やテクニックで生産性は少しずつ変ってくると思うの

で日ごろの失敗を訂正しながら、人生の生産性を高めていく意識を持っていきたい。

⚫ 生産性向上ってただ言われるだけではなく、なぜ生産性向上が必要なのか、生産性向上することで、会社ではなく、自分にとって何がメリットになるのか考える良い

機会となったため。



プログラムごとの満足度
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プログラム4「男女の意識課題について考える」への満足度として、当てはまるものをお答えください。プログラム4

大変満足 73.7％

⚫ ポジションマップの活用は社内でも取り入れたいと思った。 また、話し合う中で新たな視点や、因果関係を見つけて課題を 具体化する方法を学べた。

⚫ 自分だけではなく、周囲の人たちとも連携して、働きやすい職場を目指す、そのきっかけとなった。また、多角的に物事を考え、それをチームで発表することによっ

て、さらに学びを深くすることができた。

⚫ グループで話し合い、他のチームの意見を聞くことで様々な意見を取り入れ新しい考えや発見に繋がりとても有意義に感じました。

⚫ ディスカッションをした事で男女の意識課題について改めて具体的に考えることができた。何が問題なのか、何にそんなに不満を抱いていたのか改めて冷静に考える

ことが出来るきっかけとなった。

⚫ 他人の意見を聞けたり、自分の意見を聞いてもらう楽しさをとても感じた。 課題の発表内容も勉強になりました。

⚫ グループワークでいろんな方と意見交換・悩みの共有ができて有意義な時間でした。



講師講評（DAY２）
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限られた時間で成果とやりがいを追う時間術 女性活躍を阻む男女の意識課題を考える実践演習

⚫ 生産性を高めることの効果について、企業の観点・個人の観点から考察
した。企業の観点での生産性の重要性については認識している人が多
かったが、個人の人生に生産性がどんな価値をもたらすか認識している
人は少ない。生産性向上は、個人にとっては仕事のやりがいを高め、生
まれた時間を再投資できる（重要度の高い仕事・家族の時間・自己成長
等）。こうした共通認識づくりにより、受講者は自らを強く動機づけで
きていたと感じた。

⚫ いかに生産性を向上させるかについて、「改善アプローチと革新アプロ
―チ」「仕事と家庭」「短期と長期」など複数の枠組みを用い、自己や
職場の課題を踏まえたディスカッションをした。仕事を効率よく進める
ための工夫は、受講者は皆職場で実践している。ここに枠組みの考え方
を加えることは、自分でより多角的に考える仕組みになる。また他者と
の議論は、自分にない視点を吸収し新たな気づきのきっかけとなる。こ
うした考えの広げ方・深め方は、いかなるテーマでも共通に使えるため、
ぜひ職場や家庭でも実践してほしい。

⚫ 受講者が計算した「これから働く期間」は約20～30年。今後のキャリ
アにおいて、自己の能力開発にぜひ強く目を向けてほしい。毎日忙しい
が、自分が開発すべき能力の探し方、目標達成の技術を研修内で提供し
た。小さな一歩でも、具体的に行動に移すことが自信にもなる。

⚫ 仕事をする中で、正解の分からない問題に取り組むことは多々ある。そ
うした場面で、いかに思考を停止せずに考えを深めていくかについて実
践演習を行った。「議論の目的・前提を共有する」「枠組みを使って多
面的にアイディアを出す」「意見は書き出して可視化する」「真因は何
か？因果関係はあるか？などの観点で考えを深める」等の手法を体験し、
職場でも共有したいという声も多く上がった。受講者の主体性や、仲間
への貢献意欲を強く感じた演習となった。

⚫ テーマは『女性活躍を阻む男女の意識課題』。参加姿勢は皆積極的で、
活発な議論がされた。問題の抽出や原因の考察は、多面的かつ実体験に
基づく具体性があり、大いに評価できる。一方、改善策のアイディア出
しでは、「若手女性の意識を変える」等の抽象ワードで止まってしまう
ケースが多く見られた。改善策の検討において、自分が実行できるレベ
ルまで具体化していくことが重要であるとの認識は共有できた。

⚫ 演習後、チームで議論することの有効性や効果を、多くの受講生が実感
していた。仕事において、問題を認識しながら日々の仕事に埋没してし
まうことはないか。今回の演習で「やってみて出来た」という自信を
持って、話し合いを主導する役割を担うことを期待する。

プログラム3 プログラム4
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３．参加企業・参加者の声など



プログラム受講後の変化（受講者認識）
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変化を非常に感じる 変化をやや感じる

プログラムの受講後の、あなたご自身の変化についてお尋ねします。次の各項目について、研修前と比べた現在の状況として、当てはまるものをお答えください。

仕事への目的意識が強くなった

仕事へのやりがいを持てるようになった

モチベーションが高まった

仕事を続けることへの覚悟が持てた

主体性を発揮することの重要さが理解できた

研修により自己が成長した

視野が広がった



同僚・後輩への推薦度／自由意見
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今後の研修機会についてお尋ねします。当研修プログラムを同僚・後輩に勧めたいと思われますか。

勧めたい 100％

⚫ 様々な業種、職種の方でも同じテーマでお話をすると共通の悩み、課題を持っていることがわかり、休憩時間の雑談も非常に有意義なものに感じられました。

⚫ 新しい発見や学びが多く、大変有意義な研修でした。少しずつ、まわりの人と共有したり実践したりしていこうと思います。ありがとうございました。

⚫ 女性活躍社会という言葉が飛び交う中で、あまりいいイメー ジを持てずにいましたが、自分人生を豊かにするために どうすうかを考えることができたと思います。 今

の社会をポジティブに受け止め自分について、 考える習慣をつけていきたいと感じました。

⚫ 人生を見直すきっかけ、考え方を深める方法、自分にとっての仕事のあり方、本当にいろいろ考えるきっかけをもらえました。全く違う仕事をする仲間と出会えたの

も嬉しく思います。2回で終わってしまうのはさみしかったです。本当にありがとうございました。

⚫ 今回、自身のため、というよりは自社での展開のためのトライアルとして参加させて頂きましたが、思いのほか自分自身が得られるところが多かったです。全体とし

て講師のファシリテーションが素晴らしかったです。こういう女性リーダーがたくさん自社でも育ってくれるといいなあと思いました。ありがとうございました。

⚫ 仕事の取組み方や今後の人生について考えているタイミングで今回の研修を受講することができ、働く意欲や人生を充実させるにはどうしたらよいかを学びとても参

考になりました。

⚫ 他の会社の方の考えを聞く機会を持たせていただき、非常に今後の人生において役に立つ2日間となった。日ごろ、同じ会社にいると価値観が固まってしまいがちにな

るが、いろいろな立場環境の方を意見交換をする中で多様性を認めることが大事だと感じた。私の年齢や立場においてはいろいろな働き方をする方たちの中間に立ち

職場の環境を整えることが求められているので、非常に参考になるプログラムだった。



受講者（女性人材）の属性
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所属部門 勤続年数

平均値:8.409年

最大値:18年 ～ 最小値:1年

年齢

平均値:33.364歳

最大値:54歳 ～ 最小値:23歳



受講者が感じる現状【受講前】（1/2）
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仕事への愛着

職場における
人間関係

今の仕事への
やりがい

今の職場における
働きやすさ



受講者が感じる現状【受講前】 （2/2）
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仕事で成長実感を
感じるか

今の職場での
昇進意欲



参加企業および属性
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遠鉄観光開発株式会社
パルステック工業株式会社
ヤマハ発動機マネジメントサービス株式会社
湖西市役所
三光製作株式会社
株式会社イケダヤ
株式会社システック
遠鉄アシスト株式会社
浜松信用金庫
浜松市役所
株式会社ソミック石川
株式会社サカエ
株式会社日本設計工業
ヤマハ株式会社
アズ留学センター
マブチ工業株式会社
（申込順／敬称略）

従業員規模

500名以下 62.6％ ／ 500名以上 37.4％

女性従業員比率（左）、および女性管理職比率（右）

参加企業

女性従業員比率 女性管理職比率
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4．総評



視座を高めるヒント
働く理由を「利他」と結びつける
関心を自分ではなく、他者に向ける
上司の視点で考える

（何を課題にしているか／自分の期待役割は何か）
自分の課題や悩みに意義を見出す

講師総評
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外的視野を広げるヒント
自分とできる限り違う人的ネットワークを広げる
相手の価値観を受け入れる、多様性を認める
自分の知らないことに関心を向ける
新聞を読み、世の中の変化に敏感になる

内的視野を広げるヒント
自己理解を深める（価値観・働く理由当）
変化を受け入れる
謙虚になる（事実に対して／自分に対して／成果に対して）
失敗や挫折に向き合う

基盤力開発の3軸

今回の研修で印象的だったのは、受講者の「学んだ内容を吸収しよう」という積極性です。研修期

間中にも、社内での発表や共有機会を設けて学んだ内容を組織にフィードバックしたケースも見ら

れました。《学んだ内容を他者に教えること》は、学習効果の定着に有意義であると考えられます。

ぜひ上長からも学んだ機会を他の社員に伝える機会の働きかけをお願いいたします。

研修テーマである《基盤力開発》について、当プログラムでは「外的視野」「視座」「内的視野」

3軸（右図参照）をベースに設計をしています。受講後調査（26頁）では、主体性や視野の広がり

を中心に、受講者の意識を中心に効果が見られました。今回は2日間の研修プログラムとして提供し

ましたが、3軸を広げる（高める）ことは、個人の意識だけに依存せず、企業や上長が継続的に機会

を創っていくことが重要であると考えます。今回の受講者一人一人が本人意識と機会次第でまだま

だ成長・変化の余地が大きいと感じました。

当研修プログラムの参加実績およびレポートが、御社の人材育成に微力ながら貢献できれば幸いで

す。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

－株式会社NOKIOO ON-MO事業部 事業部長／一般社団法人育勉普及協会 理事 小田木朝子



監修者講評
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監修者

今永典秀（経営学修士） 岐阜大学 特任助教【専門分野：経営学、キャリア教育】

論文発表

⚫ 起業家育成を目指した地域との協創（今永典秀，清水啓介）
グローバルビジネスジャーナル2017Vol3.no.1   2018年

⚫ 市民活動における地域の価値創出（今永 典秀）
地域デザイン学会誌 (10) 107-126   2017年

⚫ アクセラレーターと協働するオープンイノベーションについて（今永 典秀）
組織学会大会論文集 6(1) 144-149   2017年

所属学協会

日本キャリアデザイン学会 , 地域デザイン学会 , 組織学会 , 社会デザイン学会、日本労務学会、日本
ベンチャー学会、グローバルビジネス学会

経営学・キャリア教育の専門家として、地域や産業界と連携した協働教育や、新しい時代の働き方（パラレルキャリア・女性活躍・起業家教育）など幅広い分野で
研究や実践を行う。当事業のカリキュラム開発及び効果検証調査の監修者。

現代を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、ICT、IoT、AIなどの進展や経営のグローバル化など、働き方や企業における人事管理の有り方に大きな影響を与えるようになり

ました。その結果、働く個人にとっても求められるスキルが変化し、その適応スピードも速くなっております。企業にとっても、2016年に「女性活躍推進法」が施行され、女

性活躍のための目標設定を求められ、管理職に占める女性比率を目標に掲げる企業も増えてきました。一方で、企業が女性活躍を推進する取り組みとして必要と考える課題は、

厚生労働省「雇用均等等基本調査」（2012）によると、「就業継続に関する支援」（64.6％）「公正・透明な人事管理制度、評価制度の構築」（37.6％）「女性のモチベー

ションや職業意識を高めるための研修機会の付与」（37.3％）となっております。

このような中で、本研修で重視した「基盤力」は、働くことに加えて家庭との両立、また、産休・育休から復帰後の職場復帰への順応度を高めることに繋がると考えられま

す。とくに、本セミナーでは、限られた時間ではありましたが、「自ら考え行動する力」に関する重要性を深く捉えることが出来たのではないかと推察されます。この力は筋

トレのような存在であり、鍛え続けることでその他の能力や経験と関連しながら発揮されるものであります。この研修への参加を契機に、継続した取組みが行われることを期

待します。また、企業にとっても女性活躍推進の観点で、人材活用の観点が求められており、出産・育児を経て継続して働く女性を組織にとって有用な人材として生かすこと

が求められていますが、こちらも中長期的に継続した取組みが求められるものになります。この研修の機会をきっかけに、まずは身近なできることから、企業内での自主勉強

会や業務での応用等、一つでも一人でも多くの変化が生まれることを期待しております。


