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日本創造教育研究所グループは、「中小企業の活性化」を目的に、
あらゆる階層の研修や職場内教育に適した教材の開発などを行
なっています。この「日創研だより」は、経営や人材育成に関する情
報や企業事例などを掲載しています。貴社の経営活動において、
少しでもヒントを得て頂ければ幸いです。

日本創造教育研究所グループ　代表　田舞 徳太郎

ごあいさつ

日創研だより

元気な中小企業をつくる情報紙

特    集    記    事

この秋は
雨か嵐か知らねども、
今日のつとめの田草とるなり

　二宮尊徳さんは、次のような言葉を残しています。

「この秋は雨か嵐か知らねども、今日のつとめの田草とるなり」
　将来のことは誰にもわかりません。雨が降ったり、嵐が来たりして、せっかく育てた作物が
実らないかもしれません。
しかし、今日やるべき仕事である田の草をとることが大切だということです。

　将来がどうなるかはわからないにしろ、「自分（たち）はこうしよう！」という意識が必要で、
そのなすべき内容が「計画」ともいえます。

　去る10月1日、日銀は企業短期経済観測調査（いわゆる短観）を発表しました。
前回の調査よりもDI指数(※)で、大企業は5ポイント、中小企業は4ポイント上昇しました。
この短観の結果を見て、安倍首相は消費税率を2014年4月1日に
8％へと引き上げる最終判断をしました。

　経済が上向きかける中、消費税率アップによって、消費マイ
ンドが冷え込み、経済が後戻りしないことを期待したいと思い
ます。しかし、経済は私たちの経済活動の結果ですので、期待を
するだけでなく、経済を上向きにしていく努力が必要です。

　将来がどうなるかは誰にもわかりません。
わからないからと言って何もしないのではなく、どうなるかはわから
ないけれども、「今日はこれをする」、「明日はこれをする」ということを
決めて、愚直に行動することが大切です。

　有限会社 マイ
本社所在地：東京都東久留米市
　業　　　種：パンの製造・販売
　従業員数： 80名（うちパートさん60名）
　売　　　上：3億円 ( 平成 2 3 年度 ) 
　研修導入：2005年 3月より
　ホームページ：http://www.panstage-my.co.jp/

研修の派遣状況 2005年～ 2013年

SA･SC･PSVの短期一貫派遣で高い研修効果
閑散期を活用して集中的に人材育成！
人が育ち、互いに高め合う健全な社風に

有限会社マイ様に学ぶ
　研修活用のポイント

① SA～PSVに短期集中で派遣する
② 朝礼･社歴別勉強会等Off-JTを積極開催
③ 研修の意味づけを確認する面談の実施 

※上記研修以外にも、多数の研修にご参加ご派遣いただいています。

研修名
可能思考研修・基礎コース (SA)

受講者数
33名

可能思考研修・実践コース (PSV) 26名

起業家養成スクール 1名

企業内マネジメントコーチング６か月プログラム 6名

可能思考研修・変革コース (SC) 29名

企業内インストラクター養成コース(TT) 2名

幸せをつくる人間関係向上セミナー(TA) 13名

マネジメント養成６か月コース 3名

焼き立て手作りパンのお店を都内
に２店舗(東久留米店、東伏見店)
構える。自分たちの仕事は、お客
様の心と体の健康に一役を担って

いるという想
いを大切にし
た経営を実践
。商品造り、店造り、接客のそ
れぞれに創意工夫を心掛け、お
客様に感動を提供しようと日夜
取り組んでいる。

Q. 研修を導入する前、貴社が抱えていた人材に関する問題には、
どのようなことがありましたか。

A.  社員さんに、仕事の意味や価値、働く喜びを伝えることができ
ていませんでした。また理念やビジョンがない中で経営して
いたため、離職率が高く不健全な社風でした。

Q. 研修を導入されたきっかけと、導入後の社内の変化について
お聞かせください。

A. どのように会社や社員さんを育ててよいかわからず悩んでい
た時に、同業の先輩経営者に紹介していただきました。先輩
の話を聴き、本物の経営者になりたいと思い、参加を決めまし
た。可能思考研修を受講する中で、経営者としての反省や社
員さんに対する想い、会社の将来像など、様々な気づきや学
びがありました。この気づきや学ん
だことを、社員さんと共有したいと
思い、研修を社員教育として導入し
ました。しかし、最初の２～３年は
社内で受け入れられず、その思い
は実現できませんでした。何度もあ
きらめそうになりましたが、いつか
は思いが通じると信じて、継続的に社員さんを研修に派遣し
ました。４年が過ぎた頃、右腕の専務が可能思考研修 基礎
コース（担当講師：田舞代表）を受講し、人材育成の大切さに
気づいてくれました。最大の協力者の出現により、社員さんの
成長意欲が高まり、研修にも前向きに参加するように変わり
ました。特に驚いているのは１，２年目の社員さんの成長が
年々早まっていることです。これは本人達の努力はもちろんの
こと、後輩を育成しようとする先輩社員さんの意欲とスキルが
上がった表れと見ています。

Q. 社員さんが研修に参加される時、工夫されていること、また研
修中のフォローで大切にされていることを教えてください。

A. 入社から３年を目途に、可能思考研修に参加させています。
それまでは、社内の勉強会で仕事の意味や価値を学びます。
このOJT（企業内教育）により、学ぶことの必要性や楽しみの気
持ちが芽生え、研修への興味と期待を高めてくれているよう
です。研修中のフォローでは、ことあるごとにコミュニケーショ
ンの場を設け、研修の学びをコーチングの技法も使って更に
意味づけするようにしています。学びの落とし込みが大切だと
実感しています。

Q. 貴社の多くの社員様には、可能思考研修の３ステップ（SA・
SC・PSV）を短期間に続けて受講いただいています。その理由
と効果を教えて下さい。

A.  当社は５月後半に閑散期を迎えます。この
閑散期を人材育成のチャンスと考え、６～
９月に集中して研修に参加させています。
閑散期のうちに全社的な可能思考能力と
仕事への意欲を高め、繁忙期を全力で迎
えるといういい循環ができています。

Q. OJTでは、どのような取り組みをされていますか？
A. 「理念と経営・社内勉強会」を毎月行い、参加者同士で意見交
換を行っています。これをきっかけに職場全体のコミュニケー
ションが円滑になっています。また、朝礼ツール「13の德目」を
全従業員に配布し、朝礼を行っています。シフトの関係で全員
が一堂に会することができませんが、全員がいずれかに参加
できるよう一日数回朝礼を行い、目的をもって現場に入って
いただくようにしています。終礼では上手
くいったことを発表する機会を設け、承認
をし合っています。また、社歴ごとに「１年
生塾」「３年生以上塾」「幹部塾」「社長塾」
と名付けた勉強会を毎月開催しています。

Q. 可能思考研修後の職能研修への派遣は、どのような基準で行
われていますか？

A. 可能性を引き出すこと、そしてより健全な社風を創りだすこと
を目的に、入社４～５年目の社員さんと随時面談を行ってい
ます。理念やビジョンをしっかり理解し実践していると判断し
た場合、「企業内マネジメントコーチング6か月プログラム」や
「マネジメント養成6か月コース」を受講するチャンスを与えて
います。

　 「企業内マネジメントコーチング」では、社員さんの考えや意
見を引き出すスキル、やる気を高めるスキルを高めてもらい
ます。また、「マネジメント養成」では、Ｐ(計画)→Ｄ(実践)→Ｃ
(差異分析)→Ａ(修正)のサイクルが回せる力を養ってもらうこ
とを狙いとしています。その人自身の仕事力の向上はもちろ
んのこと、仕事の意味や価値を共に働くスタッフの方々に伝え
ることが出来るようになると考えています。

好評の「子どもパン教室」

専務取締役
関根 由紀恵様

代表取締役
関根 正樹様

詳細は、日本銀行HPをご覧ください
http://www.boj.or.jp/

（資料）短観（第158回 全国企業短期経済観測調査より

より良い将来のために、なすべきことを計画し、愚直に実行しましょう！

大企業
製造業
非製造業

2013年3月調査 2013年6月調査 2013年9月調査
最近 先行き 最近 先行き 最近 （変化幅） 先行き （変化幅）

中小企業
製造業
非製造業

▲１　     ４　　  ８　      １１　  １３　　  ５　　 １３　　  ０
▲８　　▲１　　　４　　  １０　　１２　　　８　　　１１　　　▲１
　６　　　９　　１２　　  １２　　１４　　　２　　　１４　　　０

▲１２   ▲１１　▲８　   ▲５　   ▲４　      ４      　▲３　      １
▲１９　 ▲１４　▲１４　    ▲７　     ▲９　         ５　         ▲５　        ４
　▲８　　▲８     　▲４      　▲４　      ▲１　        ３          　▲２　       ▲１

（％Pt）

≪ 業況判断ＤＩ≫

「最近」の変化幅は、前回調査の｢最近」との対比。
非製造業1 2 5 4 3 -2 「先行き」の変化幅は、今回調査の「最近」との対比。



時流を読む

クリスマス色に染まり始めた街並みが、今年も終わりが近づいていることを感じさせます。 
よい年であったと思えるよう、また新年を最高の状態で迎えられるよう、最後まで一日一日
を全力で過ごしたいものです。 

2014年は4月の消費税率アップや2020年東京オリンピックに向けた動きなど、変化の大きい
一年になりそうです。 この変化を味方につけるか、言い訳の材料にするのかが業績を左右する
分かれ道となります。 時流に敏感に対応していくことが、なお一層求められることでしょう。 

世の中が何を求めているかを知る方法の一つに、市場調査があります。 
しかし本格的に行おうとすると、ノウハウ・時間・労力はもとより、大きな資本が必要となります。 
よって資本が限られた我々中小企業が繰り返し行うには、不向きな方法と言えるでしょう。 

とはいえ、新商品・新サービスを開発するには、世の中の声を聴くことが不可欠です。 
そこで役に立つのが、インターネットの検索エンジンです。あの「検索窓」に自社の業種や取扱い商品と、
ある文言を入力することで、新商品・新サービス開発の切り口となるヒントを得ることができます。 

ある文言とは、「不満」です。 
美容業を例にとり、具体的に紹介しましょう。 
世の中が美容業に対して何を求めているか知りたい場合、次のように入力して検索します。 

新商品・新サービス開発のアイデアをタダで得られる方法!?

　業況が「良い」と回答した企業の割合から、
「悪い」の割合を差し引いた指数をＤＩといい
ます。前回調査よりも、今回のＤＩが大きけれ
ば、景気が良くなっていると認識しています。
　今回の発表では大企業で5ポイント、中小企
業で4ポイント上昇がみられています。

公式ホームページで好評連載中！　ワンポイントアドバイス（2013年8月第150号）　http://www.nisouken.co.jp/

「営業力を強化し、顧客を増やそう」 村尾マネジメントコンサルタント 　代表　村尾　謙次 

　消費税の増税が確定し、消費の冷え込みが予想されます。売上を上げていくことも大切ですが、顧客数を減らさないことが更に
重要になっていきます。顧客数を減らさないということは、既存の顧客を他社に取られないようにすること（顧客の維持）と新規の
顧客を獲得していくこと（顧客の創造）を指します。
　現在の環境下において、新規の顧客を獲得するのは無理だと最初から諦めて、待ちの営業しかされていない企業も多く見受け
られます。しかし、潜在的に皆さんの会社を必要とされている顧客がいるということを、忘れてはいけません。
まずは、ターゲット顧客を明確にすることが大切です。その時に、ターゲット顧客は何を問題・課題としているのかを明確に掴むこ
とです。
　例えばそれが居酒屋だとすると、店主は、品質の良い素材をリーズナブルな価格で仕入れたいと感じているでしょう。
しかし、妥協して業者と取引を継続している居酒屋もあるでしょう。　言い方を変えれば、「誰も提案してくれないから」とも言えます。
　自社の強みを積極的にアピールしていけば、新規で取引が始まる可能性も十分あります。
　現在は、ネット等でターゲットの所在地を掴むこともできますので、自筆の手紙を送付するのも効果的です。相手に目を通しても
らいやすくなります。手紙を送付してもレスポンスのない場合は、お電話を掛けましょう。レスポンスがあった企業には、積極的に訪
問し、真摯に提案をすることです。一度取引が始まれば、あとは徹底的にビフォーサービス・コンサルサービス・アフターサービスを
実践し、信用信頼を得ることが大切です。これが実践できれば基本的に、顧客が離れることはありません。
　危機感を持ち積極的に営業すれば、必ず顧客は増えてきます。

2014年1月21日・22日

2005年から毎年開催している『新春経営者セミナー』も、
お陰さまで、10回目の開催を迎えることになりました。
色々な研修を開催していますが、この新春経営者セミナー
は、他とは違う特別な空気を感じていただけます。

素晴らしい講師陣の気迫に満ちたご講演。そして、ご参加の皆様
の学ぶ姿勢。それらが相まって、会場は熱気に包まれます。
「正月」は、正しいことを考えることが大切だと、松下幸之助翁は
おっしゃっておられたそうです。
この新春経営者セミナーは、成功への一念を奮い立たせる新年
に相応しい最高の時間となることでしょう。
スタッフ一同、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

道をひらく
2014年テーマ

～明日への希望～新春経営者セミナー  in  東京 台場
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方針や計画書を作成する弊社の研修

①「経営方針(中期・次年度)」
　　…企業内教育インストラクター養成コース(TT)
②「中期経営計画書」　…実践ビジネススクール
③「翌年度　増益経営計画」
　　…増益型経営計画書作成セミナー
④「繁栄計画書」　…業績アップ上級コース

※豆知識：ＤＩ指数

研修に関するお問い合わせはこちら・・・ ㈱日本創造教育研究所　経営企画室　 　Mail   info@nisouken.co.jp
〒564-8555　大阪府吹田市豊津町12-5　TEL   0120-310-088　FAX　0120-757-275

消費税率引き上げに伴う税込み価格変更のお知らせ

2014年4月1日の消費税率改正に伴い、研修・オーナー会員制度の税込み価格が変更になりますのでお知らせいたします。
弊社では、以下の基準にて税率を適用いたします。何卒宜しくお願い申し上げます。

≪消費税率適用基準≫

【研修】 研修開始日を基準とします。
⇒　2014年3月31日までに開始する研修は、
　　消費税率5％を適用致します。
⇒　2014年4月1日以降に開始する研修は、
　　消費税率8％を適用致します。

【オーナー会員制度】 ご入金日を基準とします。
⇒　2014年3月31日までにご入金いただくものは、
　　消費税率5％を適用致します。
⇒　2014年4月1日以降にご入金いただくものは、
　　消費税率8％を適用致します。

新春経営者セミナー2014 検索で詳細はホームページをご覧ください。動画も公開中！

※個々の研修の受講料はホームページもしくは、「2014年 開催研修のご案内(保存版)」をご覧ください。

美容室　不満 検索

すると、美容室ついて感じている疑問や実際に体験した嫌な出来事などが、次 と々出てきます。
　・予約して行っているのに、長い時間待たされた。　　・いらないと言ってるのに、しつこく商品を売りつけられた。
　　・ 店員の愛想が悪く、店にいる間中イライラした。　　・イメージがなかなか伝わらない。　・・・・・・
　
全てが自社に該当しないかもしれませんが、異なる角度からの声は、凝り固まった思考に風穴を開けてくれるでしょう。 

○○○に自社の業種や取扱い商品を当てはめて検索を行い、ヒントをさがしてみてください。 

時流や顧客のニーズを先読みして、変化を味方につけましょう！

○○○　不満 検索

（写真：2013年の研修風景）
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　業況が「良い」と回答した企業の割合から、
「悪い」の割合を差し引いた指数をＤＩといい
ます。前回調査よりも、今回のＤＩが大きけれ
ば、景気が良くなっていると認識しています。
　今回の発表では大企業で5ポイント、中小企
業で4ポイント上昇がみられています。

公式ホームページで好評連載中！　ワンポイントアドバイス（2013年8月第150号）　http://www.nisouken.co.jp/

「営業力を強化し、顧客を増やそう」 村尾マネジメントコンサルタント 　代表　村尾　謙次 

　消費税の増税が確定し、消費の冷え込みが予想されます。売上を上げていくことも大切ですが、顧客数を減らさないことが更に
重要になっていきます。顧客数を減らさないということは、既存の顧客を他社に取られないようにすること（顧客の維持）と新規の
顧客を獲得していくこと（顧客の創造）を指します。
　現在の環境下において、新規の顧客を獲得するのは無理だと最初から諦めて、待ちの営業しかされていない企業も多く見受け
られます。しかし、潜在的に皆さんの会社を必要とされている顧客がいるということを、忘れてはいけません。
まずは、ターゲット顧客を明確にすることが大切です。その時に、ターゲット顧客は何を問題・課題としているのかを明確に掴むこ
とです。
　例えばそれが居酒屋だとすると、店主は、品質の良い素材をリーズナブルな価格で仕入れたいと感じているでしょう。
しかし、妥協して業者と取引を継続している居酒屋もあるでしょう。　言い方を変えれば、「誰も提案してくれないから」とも言えます。
　自社の強みを積極的にアピールしていけば、新規で取引が始まる可能性も十分あります。
　現在は、ネット等でターゲットの所在地を掴むこともできますので、自筆の手紙を送付するのも効果的です。相手に目を通しても
らいやすくなります。手紙を送付してもレスポンスのない場合は、お電話を掛けましょう。レスポンスがあった企業には、積極的に訪
問し、真摯に提案をすることです。一度取引が始まれば、あとは徹底的にビフォーサービス・コンサルサービス・アフターサービスを
実践し、信用信頼を得ることが大切です。これが実践できれば基本的に、顧客が離れることはありません。
　危機感を持ち積極的に営業すれば、必ず顧客は増えてきます。

2014年1月21日・22日

2005年から毎年開催している『新春経営者セミナー』も、
お陰さまで、10回目の開催を迎えることになりました。
色々な研修を開催していますが、この新春経営者セミナー
は、他とは違う特別な空気を感じていただけます。

素晴らしい講師陣の気迫に満ちたご講演。そして、ご参加の皆様
の学ぶ姿勢。それらが相まって、会場は熱気に包まれます。
「正月」は、正しいことを考えることが大切だと、松下幸之助翁は
おっしゃっておられたそうです。
この新春経営者セミナーは、成功への一念を奮い立たせる新年
に相応しい最高の時間となることでしょう。
スタッフ一同、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

道をひらく
2014年テーマ

～明日への希望～新春経営者セミナー  in  東京 台場

特    集    記    事

方針や計画書を作成する弊社の研修

①「経営方針(中期・次年度)」
　　…企業内教育インストラクター養成コース(TT)
②「中期経営計画書」　…実践ビジネススクール
③「翌年度　増益経営計画」
　　…増益型経営計画書作成セミナー
④「繁栄計画書」　…業績アップ上級コース

※豆知識：ＤＩ指数

研修に関するお問い合わせはこちら・・・ ㈱日本創造教育研究所　経営企画室　 　Mail   info@nisouken.co.jp
〒564-8555　大阪府吹田市豊津町12-5　TEL   0120-310-088　FAX　0120-757-275

消費税率引き上げに伴う税込み価格変更のお知らせ

2014年4月1日の消費税率改正に伴い、研修・オーナー会員制度の税込み価格が変更になりますのでお知らせいたします。
弊社では、以下の基準にて税率を適用いたします。何卒宜しくお願い申し上げます。

≪消費税率適用基準≫

【研修】 研修開始日を基準とします。
⇒　2014年3月31日までに開始する研修は、
　　消費税率5％を適用致します。
⇒　2014年4月1日以降に開始する研修は、
　　消費税率8％を適用致します。

【オーナー会員制度】 ご入金日を基準とします。
⇒　2014年3月31日までにご入金いただくものは、
　　消費税率5％を適用致します。
⇒　2014年4月1日以降にご入金いただくものは、
　　消費税率8％を適用致します。

新春経営者セミナー2014 検索で詳細はホームページをご覧ください。動画も公開中！

※個々の研修の受講料はホームページもしくは、「2014年 開催研修のご案内(保存版)」をご覧ください。

美容室　不満 検索

すると、美容室ついて感じている疑問や実際に体験した嫌な出来事などが、次 と々出てきます。
　・予約して行っているのに、長い時間待たされた。　　・いらないと言ってるのに、しつこく商品を売りつけられた。
　　・ 店員の愛想が悪く、店にいる間中イライラした。　　・イメージがなかなか伝わらない。　・・・・・・
　
全てが自社に該当しないかもしれませんが、異なる角度からの声は、凝り固まった思考に風穴を開けてくれるでしょう。 

○○○に自社の業種や取扱い商品を当てはめて検索を行い、ヒントをさがしてみてください。 

時流や顧客のニーズを先読みして、変化を味方につけましょう！

○○○　不満 検索

（写真：2013年の研修風景）



株式会社日本創造教育研究所　〒564-8555  大阪府吹田市豊津町12-5　TEL 06-6388-7741　FAX 06-6388-7739

成長の裏側に潜入！！  ～あの会社はどうやって人を育てているのか？～ 株式会社日本創造教育研究所 情報紙  

2013年11月【vol.6】

日本創造教育研究所グループは、「中小企業の活性化」を目的に、
あらゆる階層の研修や職場内教育に適した教材の開発などを行
なっています。この「日創研だより」は、経営や人材育成に関する情
報や企業事例などを掲載しています。貴社の経営活動において、
少しでもヒントを得て頂ければ幸いです。

日本創造教育研究所グループ　代表　田舞 徳太郎

ごあいさつ

日創研だより

元気な中小企業をつくる情報紙

特    集    記    事

この秋は
雨か嵐か知らねども、
今日のつとめの田草とるなり

　二宮尊徳さんは、次のような言葉を残しています。

「この秋は雨か嵐か知らねども、今日のつとめの田草とるなり」
　将来のことは誰にもわかりません。雨が降ったり、嵐が来たりして、せっかく育てた作物が
実らないかもしれません。
しかし、今日やるべき仕事である田の草をとることが大切だということです。

　将来がどうなるかはわからないにしろ、「自分（たち）はこうしよう！」という意識が必要で、
そのなすべき内容が「計画」ともいえます。

　去る10月1日、日銀は企業短期経済観測調査（いわゆる短観）を発表しました。
前回の調査よりもDI指数(※)で、大企業は5ポイント、中小企業は4ポイント上昇しました。
この短観の結果を見て、安倍首相は消費税率を2014年4月1日に
8％へと引き上げる最終判断をしました。

　経済が上向きかける中、消費税率アップによって、消費マイ
ンドが冷え込み、経済が後戻りしないことを期待したいと思い
ます。しかし、経済は私たちの経済活動の結果ですので、期待を
するだけでなく、経済を上向きにしていく努力が必要です。

　将来がどうなるかは誰にもわかりません。
わからないからと言って何もしないのではなく、どうなるかはわから
ないけれども、「今日はこれをする」、「明日はこれをする」ということを
決めて、愚直に行動することが大切です。

　有限会社 マイ
本社所在地：東京都東久留米市

　業　　　種：パンの製造・販売
　従業員数： 80名（うちパートさん60名）
　売　　　上：3億円 ( 平成 2 3 年度 ) 
　研修導入：2005年 3月より
　ホームページ：http://www.panstage-my.co.jp/

研修の派遣状況 2005年～ 2013年

SA･SC･PSVの短期一貫派遣で高い研修効果
閑散期を活用して集中的に人材育成！
人が育ち、互いに高め合う健全な社風に

有限会社マイ様に学ぶ
　研修活用のポイント

① SA～PSVに短期集中で派遣する
② 朝礼･社歴別勉強会等Off-JTを積極開催
③ 研修の意味づけを確認する面談の実施 

※上記研修以外にも、多数の研修にご参加ご派遣いただいています。

研修名
可能思考研修・基礎コース (SA)

受講者数
33名

可能思考研修・実践コース (PSV) 26名

起業家養成スクール 1名

企業内マネジメントコーチング６か月プログラム 6名

可能思考研修・変革コース (SC) 29名

企業内インストラクター養成コース(TT) 2名

幸せをつくる人間関係向上セミナー(TA) 13名

マネジメント養成６か月コース 3名

焼き立て手作りパンのお店を都内
に２店舗(東久留米店、東伏見店)
構える。自分たちの仕事は、お客
様の心と体の健康に一役を担って

いるという想
いを大切にし
た経営を実践
。商品造り、店造り、接客のそ
れぞれに創意工夫を心掛け、お
客様に感動を提供しようと日夜
取り組んでいる。

Q. 研修を導入する前、貴社が抱えていた人材に関する問題には、
どのようなことがありましたか。

A.  社員さんに、仕事の意味や価値、働く喜びを伝えることができ
ていませんでした。また理念やビジョンがない中で経営して
いたため、離職率が高く不健全な社風でした。

Q. 研修を導入されたきっかけと、導入後の社内の変化について
お聞かせください。

A. どのように会社や社員さんを育ててよいかわからず悩んでい
た時に、同業の先輩経営者に紹介していただきました。先輩
の話を聴き、本物の経営者になりたいと思い、参加を決めまし
た。可能思考研修を受講する中で、経営者としての反省や社
員さんに対する想い、会社の将来像など、様々な気づきや学
びがありました。この気づきや学ん
だことを、社員さんと共有したいと
思い、研修を社員教育として導入し
ました。しかし、最初の２～３年は
社内で受け入れられず、その思い
は実現できませんでした。何度もあ
きらめそうになりましたが、いつか
は思いが通じると信じて、継続的に社員さんを研修に派遣し
ました。４年が過ぎた頃、右腕の専務が可能思考研修 基礎
コース（担当講師：田舞代表）を受講し、人材育成の大切さに
気づいてくれました。最大の協力者の出現により、社員さんの
成長意欲が高まり、研修にも前向きに参加するように変わり
ました。特に驚いているのは１，２年目の社員さんの成長が
年々早まっていることです。これは本人達の努力はもちろんの
こと、後輩を育成しようとする先輩社員さんの意欲とスキルが
上がった表れと見ています。

Q. 社員さんが研修に参加される時、工夫されていること、また研
修中のフォローで大切にされていることを教えてください。

A. 入社から３年を目途に、可能思考研修に参加させています。
それまでは、社内の勉強会で仕事の意味や価値を学びます。
このOJT（企業内教育）により、学ぶことの必要性や楽しみの気
持ちが芽生え、研修への興味と期待を高めてくれているよう
です。研修中のフォローでは、ことあるごとにコミュニケーショ
ンの場を設け、研修の学びをコーチングの技法も使って更に
意味づけするようにしています。学びの落とし込みが大切だと
実感しています。

Q. 貴社の多くの社員様には、可能思考研修の３ステップ（SA・
SC・PSV）を短期間に続けて受講いただいています。その理由
と効果を教えて下さい。

A.  当社は５月後半に閑散期を迎えます。この
閑散期を人材育成のチャンスと考え、６～
９月に集中して研修に参加させています。
閑散期のうちに全社的な可能思考能力と
仕事への意欲を高め、繁忙期を全力で迎
えるといういい循環ができています。

Q. OJTでは、どのような取り組みをされていますか？
A. 「理念と経営・社内勉強会」を毎月行い、参加者同士で意見交
換を行っています。これをきっかけに職場全体のコミュニケー
ションが円滑になっています。また、朝礼ツール「13の德目」を
全従業員に配布し、朝礼を行っています。シフトの関係で全員
が一堂に会することができませんが、全員がいずれかに参加
できるよう一日数回朝礼を行い、目的をもって現場に入って
いただくようにしています。終礼では上手
くいったことを発表する機会を設け、承認
をし合っています。また、社歴ごとに「１年
生塾」「３年生以上塾」「幹部塾」「社長塾」
と名付けた勉強会を毎月開催しています。

Q. 可能思考研修後の職能研修への派遣は、どのような基準で行
われていますか？

A. 可能性を引き出すこと、そしてより健全な社風を創りだすこと
を目的に、入社４～５年目の社員さんと随時面談を行ってい
ます。理念やビジョンをしっかり理解し実践していると判断し
た場合、「企業内マネジメントコーチング6か月プログラム」や
「マネジメント養成6か月コース」を受講するチャンスを与えて
います。

　 「企業内マネジメントコーチング」では、社員さんの考えや意
見を引き出すスキル、やる気を高めるスキルを高めてもらい
ます。また、「マネジメント養成」では、Ｐ(計画)→Ｄ(実践)→Ｃ
(差異分析)→Ａ(修正)のサイクルが回せる力を養ってもらうこ
とを狙いとしています。その人自身の仕事力の向上はもちろ
んのこと、仕事の意味や価値を共に働くスタッフの方々に伝え
ることが出来るようになると考えています。

好評の「子どもパン教室」

専務取締役
関根 由紀恵様

代表取締役
関根 正樹様

詳細は、日本銀行HPをご覧ください
http://www.boj.or.jp/

（資料）短観（第158回 全国企業短期経済観測調査より

より良い将来のために、なすべきことを計画し、愚直に実行しましょう！

大企業
製造業
非製造業

2013年3月調査 2013年6月調査 2013年9月調査
最近 先行き 最近 先行き 最近 （変化幅） 先行き （変化幅）

中小企業
製造業
非製造業

▲１　     ４　　  ８　      １１　  １３　　  ５　　 １３　　  ０
▲８　　▲１　　　４　　  １０　　１２　　　８　　　１１　　　▲１
　６　　　９　　１２　　  １２　　１４　　　２　　　１４　　　０

▲１２   ▲１１　▲８　   ▲５　   ▲４　      ４      　▲３　      １
▲１９　 ▲１４　▲１４　    ▲７　     ▲９　         ５　         ▲５　        ４
　▲８　　▲８     　▲４      　▲４　      ▲１　        ３          　▲２　       ▲１

（％Pt）

≪ 業況判断ＤＩ≫

「最近」の変化幅は、前回調査の｢最近」との対比。
非製造業1 2 5 4 3 -2 「先行き」の変化幅は、今回調査の「最近」との対比。


