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J-Clubセミナーについて
J-Clubセミナーは、（一財）日本科学技術連盟ISO審査

登録センターでISOを認証取得されている組織様

【限定】のサービスとなっております。

J-Clubについてのお問合せ
一般財団法人日本科学技術連盟

ISO審査登録センター　管理部　品質保証課

E-mail:j-club@juse.or.jp

TEL:03-5990-5875

FAX:03-5990-5869

在宅（テレワーク）勤務を実施しています。

お問合せは、【メール】でご連絡をいただければ幸いです。20230419改訂



1995年3月にISO 9000シリーズ・品質システムの審査機関としてスタートしたJUSE-ISO CENTERは、

数々の審査に取り組み現状約2,000社におよぶ認証登録を行うまでになりました。

審査を通じて認証組織の成長に寄与すべく、審査の質向上に全力で取り組んでまいりましたが、

2013年10月より単なる認証機関からより幅広く認証組織のお役に立ち、

マネジメントシステム向上をトータルにサポー卜する機関として、

認証組織向けの無料セミナー・講演会の「J-Club」をスタ―トし、年間60種類130回以上を開催するまでに

至りました。 

マネジメントシステムの有効性を高める「J-Clubマネジメント」。

専門性の高い大学の教授・元教授による学術的な「J-Clubアカデミア」。

時宜を得たテーマとエクセレントカンパニーの事例をご発表いただく「J-Club講演会」。

改善活動やマネジメント、品質管理の基本をアーカイブで学べる「J-Select」。

コミュニケーションスキル向上にスポットを当てた「J-Hiroba」。

マネジメントシステムの改善事例を検索できる「J-ナレッジ」。

JUSE-ISO CENTERならではの多彩で充実したサービスを皆様にご活用いただいております。

JUSE-ISO CENTERとは

組織の目的は、顧客ニーズ及び社会の期待に応えることで、信頼を得、選ばれ、利益を創出し、事業継続を可能

にすることです。

顧客及びステークホルダーに製品、サービスを通じてどの様な有益性、価値、経験を提供することが出来るかが

組織の戦略として必要で、それを実現するための組織能力が問われます。

組織能力で重要な要素はヒューマンリソースの活用、マネジメントシステムの確かな運用、自社の所属する業界

でどれだけ優位性を持った製品、サービスを提供できるかです。

J-Clubでは組織の人々の力量を上げること、それにより組織の力量を向上させ、組織能力のヒューマンリソース

の活用を有効にすることを目指し、様々なサービスメニューを提案してまいります。規格やマネジメントシステ

ムの理解を深め知識を向上するためのセミナー。内部監査の有効性、コミュニケーションを円滑にするためのス

キルアップのコース。マネジメントに関する最新の情報を提供する講演会等、バラエティに富んだ内容です。

2022年度は9,000人近い方々にご利用いただきました。2023年度も期待通り、期待以上と言っていただけるよ

うに関係者全員で努力してまいります。多くの方々のご参加をお待ちしております。
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新入社員研修

品質管理の基礎をはじめ、ビジネスマンに必須

のスキルやマネジメント向けの教育など、多彩

な講座をアーカイブ配信で受講いただきます。

1講座3時間と短時間ですので、お時間が取れ

ない方でも気軽にご受講いただけます。

大学教授、元教授による、学術的に裏打ちされ

た内容をわかりやすく解説するセミナーシリーズで

す。マネジメントシステムの運用に役立つ様々な

要素を深く理解することができ、将来のJ-Club

ビジネススクールを目指します。

J -Club
セミナー

J-Club
マネジメント J -Hiroba

J -ナレッジ

J-Hiroba
セミナー

キッズ
プログラム

インターネットの広がりによりコミュニケーションがより便利に、簡単に

取れるようになった反面、本来のより深みのあるコミュニケーションが

取りづらい、Face to Faceでのコミュニケーションが苦手といった問題が

社会、企業、家庭、生活地域でクローズアップされ、様々な局面で孤立

化が進み問題となっています。J-Hirobaでは、コミュニケーションの力量

向上にスポットを当て、セミナーを提供しています。自身のコミュニケー

ション力を高める“場”として、様々な組織との情報交換の“場”として

J-Hirobaをご活用ください。
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移動の手間なく、全国各地よりどこからでも気軽に受講ができます。

■現在は、感染予防の観点から、オンライン・アーカイブがメインとなっております。

■Zoomオンラインセミナーとは
　アプリケーションZoomを使用し、双方向の音声でのコミュニケーションが可能なオンラインセミナー

※オンライン受講の際、ネット接続状況が不安定な場合、音声が途切れたり、映像が乱れたりする場合がございます。受信側のネット環境によるも
　のですと、こちらでは対応いたしかねますのでご了承ください。また、受信側の契約データ通信量を超えた場合、視聴出来ない場合もございます
　ので、予めご確認ください。

・インターネットを介したリアルタイム受講　　　・その場で質問が可能　　　・参加者同士のコミュニケーション

・個人のペースで学習が可能　　　・1年間視聴が可能　　　・視聴ID/PWを付与　　　・社内教育にも活用が可能

選ばれています！ J-Club セミナー
オンライン・アーカイブセミナーが主流となったJ-Clubセミナーですが、
全国各地より受講される方も増え大変満足いただいております。
2023年度は、更にラインアップも増やし皆様をお待ちしております。

オンラインセミナー満足度

満足度

95％

オンライン参加地域

■①期待以上　■②ほぼ期待通り　■③やや不満

2023年度J-Clubセミナーここが変わります！
組織の皆様に喜んでいただけるサービスを目指すため、下記の通り変更に
なりました。また申込別の早見表も下記させていただきます。
皆様の教育に是非お役立てください。

[旧]2022年度まで

・連絡担当者情報入力が必須

・�一度のお申し込み情報は2名の入力
まで

[新]2023年度

・連絡担当者情報入力が任意となり、
　個人でのお申込みが可能となりました。
・一度に10名までのお申込み情報が

　入力可能となりました。

※お申込みは認証範囲内の方々に限定しております。
※IDとＰＷは各組織で厳重に管理願います。

お申込み方法について

[旧]2022年度まで

・１年間視聴可能

・�１つのアーカイブセミナー ID・PW
での同時視聴不可

[新]2023年度（試験運用）

・�J-Clubアーカイブセミナー１つの
　�ID・PWで、複数同時視聴可能と
なります。

※引き続き１年間視聴可能
※同時視聴は試験運用となりますのでご了承ください。
※J-selectアーカイブセミナーは同時視聴不可

J-Clubアーカイブセミナー視聴について

J-Clubご利用にあたってのお願い

・社内教育の一環としてJ-Clubセミナーをご活用いただけるよう、社内への周知をお願いします。

・�アーカイブセミナーは、個人・社内セミナーとして複数名でご利用いただけます。なるべく多くの方にご受講

いただき組織レベルを向上していただくことを目的としております。プロジェクターに投影し社内セミナーと

してご受講も可能です。



J-Club マネジメント
M-1 ISO 9001（QMS）概要解説コース ……………………………………………………… 2 1
M-2 ISO 14001（EMS）概要解説コース ……………………………………………………… 2 1
M-3 ISO/IEC 27001（ISMS）　概要解説コース ……………………………………………… 22
M-4 FSMS ISO22000・FSSC22000 概要解説コース ……………………………………… 22
M-5 経営管理とMS 規格（箇条 4：組織の状況）の本質 ……………………………………… 22
M-6 わかりやすいプロセスアプローチ基礎解説コース  ………………………………………… 23
M-7 プロセス・マップの作成基礎コース ………………………………………………………… 23
M-8 内部監査員養成コース（マネジメントシステム共通） ……………………………………… 24
M-9 有効な是正処置　具体事例をもとに考える ………………………………………………… 24
M-10 効果的な是正処置方法とヒューマンエラー対策コース …………………………………… 25
M-11 ※Renewal　TQM 視点でマネジメントシステム強化と内部監査コース ………………… 25
M-12 品質工学（タグチメソッド）概要解説コース ……………………………………………… 25
M-13 新 QC七つ道具　概要解説コース ………………………………………………………… 26
M-14 実のあるマネジメントシステム活動とするために …………………………………………… 26
M-15 「リスク及び機会」の正しい捉え方と「技術の伝承」の考え方 …………………………… 27
M-16 内部監査報告書の書き方と調べ方［ISO 9001］ ………………………………………… 27
M-17 マネジメントシステム　スリム化セミナー

　　   ～複数要素のシステム融合を通じて～ ……………………………………………………… 28
M-18 チームメンバーからチームリーダーへ（3 ～５年目社員研修） ……………………………… 28
M-19 1on1ミーティングの進め方 ………………………………………………………………… 29
M-20 シニア人材活性化のためのマネジメント …………………………………………………… 29
M-21 小学生でも評価できる、一日で完成するカンタンすぎる人事評価制度セミナー ………… 30
M-22 失敗学入門編 ………………………………………………………………………………… 30
M-23 SDGs、ISO30414、健康経営の実効力向上に求められる、
　　   人的マネジメントのあり方と実務 …………………………………………………………… 30
M-24 ～現場で使えるFSMSを目指して～
　　   実務に取り込むISO 22000：2018 ……………………………………………………… 3 1
M-25 必修！基礎から学ぶ食品衛生①
　　   食品衛生責任者を超える力量が得られます！
　　   ～公衆衛生から関連法規の理解まで～ …………………………………………………… 3 1
M-26 必修！基礎から学ぶ食品衛生②
　　   食品衛生責任者を超える力量が得られます！
　　   ～公衆衛生から関連法規の理解まで～ …………………………………………………… 3 1
M-27 HACCPの基礎知識 ………………………………………………………………………… 32
M-28 コンプライアンス担当が見た食品売り場
　　   （食品表示、栄養表示、優良誤認など） …………………………………………………… 32
M-29 BCPの基本 …………………………………………………………………………………… 32
M-30 ISO/IEC27001:2022 規格改正移行説明会  …………………………………………… 33
M-31 QMS/EMS 認証組織のための情報セキュリティ入門 ……………………………………… 33
M-32 ISO/IEC27002:2022　情報セキュリティ管理策の解説 ……………………………… 33
M-33 プライバシー情報マネジメントシステム（ISMS－PIMS）について ……………………… 34
M-34 ISMSクラウドセキュリティ（ISMS-CS）概要解説コース ………………………………… 34
M-35 はじめての ISO9001 ………………………………………………………………………… 34
M-36 はじめての ISO14001 ……………………………………………………………………… 35
M-37  「設計・開発」の捉え方と柔軟な運用 ……………………………………………………… 35
M-38 ～食品安全規格等の基礎知識～ 60 分シリーズ　キホンの「キ」！（全4 回） ………… 36
M-39 感染症や自然災害に打ち勝つ“ 緊急事態 ”への取り組み方 ……………………………… 36
M-40 リスクマネジメントの基本 …………………………………………………………………… 36
M-41 新しい個人情報管理（PIMS：ISO/IEC 27701)

　　　～ GDPR、個人情報保護法とISOマネジメントシステムの統合～ ……………………… 37
M-42 TQM 概要解説コース ……………………………………………………………………… 37

J-Club アカデミア
A-1 戦略型リーダーになるための経営戦略論 …………………………………………………… 38
A-2 ミドルのための企業変革マネジメント ……………………………………………………… 39
A-3 経営に役立つ内部監査 ……………………………………………………………………… 39
A-4 マネジメントシステム運用に有効なKPIの設定とその管理 ………………………………… 40
A-5 SDGsに寄与するマネジメントシステムの運用 ……………………………………………… 40
A-6 SDGs 入門編：SDGsの概要を学ぶ ………………………………………………………… 4 1
A-7 経営における環境分析とビジネスモデルの設計 …………………………………………… 4 1
A-8 持続可能な調達に必要なマネジメント　－ISO20400に基づく－ ……………………… 42

J-Club 講演会／新入社員研修
J-Club 講演会 ……………………………………………………………………………… 43

新入社員 2日間研修
～社会のルールとビジネスマナー、マネジメントシステムの基本を学ぶ～ ……………… 43

J-select（アーカイブセミナー）
S-1 はじめての品質管理 ………………………………………………………………………… 44
S-2 よくわかる品質保証 ………………………………………………………………………… 44
S-3 問題解決の基本 ……………………………………………………………………………… 44
S-4 やさしい QC手法（N7） ……………………………………………………………………… 45
S-5 標準化と日常管理 …………………………………………………………………………… 45
S-6 標準化の基本 ………………………………………………………………………………… 45
S-7 日常管理の基本  ……………………………………………………………………………… 45
S-8 方針管理の基本 ……………………………………………………………………………… 46
S-9 未然防止の基本 ……………………………………………………………………………… 46

S-10 品質とヒューマンファクター ………………………………………………………………… 46
S-11 コストマネジメントの基本 …………………………………………………………………… 46
S-12 はじめての QCサークル推進者 ……………………………………………………………… 47
S-13 はじめての小集団改善活動（QCサークル活動） …………………………………………… 47
S-14 商品企画七つ道具の基礎 …………………………………………………………………… 47
S-15 はじめての発想法 …………………………………………………………………………… 47

SDGs に取り組む組織様へ
SDGs 診断 …………………………………………………………………………………… 48

SDGsに関する無料セミナー ……………………………………………………………… 49

J-Hiroba
H-1 「聞き出す力（インタビュースキル）」養成基礎講座 ……………………………………… 53

　　　～内部監査の面談を想定した実践ロールプレイ～

H-2 「伝達力（プレゼンスキル）」養成基礎講座………………………………………………… 54
　　　～プレゼンの3つの視点と自己紹介を題材にした実践演習～

H-3 「傾聴力（アクティブリスニングスキル）」養成基礎講座 ………………………………… 54
　　　～傾聴による関係の構築と基本技法の理解～

H-4 「自己表現力（アサーションスキル）」養成基礎講座 ……………………………………… 55
　　　～アサーティブなビジネスコミュニケーションの理解と実践～

H-5 「セカンドキャリアデザイン」対策講座 …………………………………………………… 55
　　　～人生 100 年時代における後半戦のキャリアデザイン～

H-6 「セルフマネジメント」対策講座 …………………………………………………………… 56
　　　～確実な成果を上げるために必要なこと～

H-7 「アンガーマネジメント」養成基礎講座 …………………………………………………… 56
　　　～心理学や心理療法等から学ぶ怒りのコントロール法～

H-8 「フォローする力（フォロワーシップ）」養成基礎講座 …………………………………… 57
　　　～フォロワーシップスタイル診断＆エクササイズ～

K-1 J-Club：Kidsプログラム …………………………………………………………………… 58

J-ナレッジ
J-ナレッジのご紹介 ………………………………………………………………………… 59

I N D E X
S E R V I C E  G U I D E  2 0 2 3

各種講座のお申込み方法 …………………………………… 09

オンラインセミナー・アーカイブセミナー視聴方法 ……… 10

セミナー開催一覧 …………………………………………… 1 1

J-Clubアーカイブセミナー一覧 …………………………… 1 5

J-selectアーカイブ一覧 …………………………………… 1 7

よくあるご質問 ……………………………………………… 60

セミナー担当講師紹介 ……………………………………… 6 1

日科技連 ISO 審査登録センターの
オペレーションサービスについて …………………………… 62
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上期(2023年4月～ 9月開催分）

下期(2023年10月～ 2024年3月開催分）

2023年3月16日(木）

2023年8月23日(水）

※一部定員のあるセミナーは、参加人数に関してご相談
　させていただく場合があります。

※M-8内部監査員コース【受講証明書付アーカイブ】はオンラインセミナー同様、お申し込みが必要です。詳細は、24ページをご覧ください。

申込人数制限なし
※一部セミナーを除く

1MS=1視聴ID
※複数同時視聴可

1MS=1視聴IDまで申込可
※同時視聴不可

※申込締切日まで

※申込者宛

【注意事項】
1つのログインID・パスワードでは、複数
のデバイスで同じ時刻に視聴すること
はできません。同一IDでのログインが検
知されると警告メッセージが表示され、
最初にログインしたデバイスの画面が
強制的にホーム画面へ飛ばされます。

※1年間視聴可能

※資料ダウンロード１週間前より可能

ご視聴後、一週間以内に
アンケートへのご協力を
お願いします。アンケー
トは、各視聴ページに載
せているURLへアクセス
し、必ずご回答ください。

ご視聴後、一週間以内に
アンケートへのご協力を

お願いします。

※複数同時視聴可 ※同時視聴不可



セミナー名 講師名
講義時間
（※昼食時間
含まず）

※講義時間は
目安です。

2023年 2024年
掲載頁

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

J-Club セミナー
J-Club マネジメント

M-1 ISO�9001（QMS）概要解説コース 越山 5時間

アーカイブ

15日（月）
オンライン

アーカイブ

21

M-2 ISO�14001（EMS）概要解説コース 高橋 5時間 11日（木）
オンライン 21

M-3 ISO/IEC�27001（ISMS）概要解説コース 木村 5時間 10日（水）
オンライン 22

M-4 FSMS�ISO22000・FSSC22000概要解説コース� 島袋 5時間 22日（火）
オンライン 22

M-5 経営管理とMS規格（箇条4：組織の状況）の本質 福丸 3時間

アーカイブ

アーカイブ

24日（火）
オンライン

アーカイブ アーカイブ

2日（金）
オンライン

アーカイブ

22

M-6 わかりやすいプロセスアプローチ基礎解説コース 横沢 5時間 17日（水）
オンライン 23

M-7 プロセス・マップの作成基礎コース 横沢 5時間 19日（月）
オンライン 23

M-8 内部監査員養成コース（マネジメントシステム共通） 横沢 5時間
20日（木）�
受講証明書付き
アーカイブ

20日（木）
オンライン

25日（水）�
受講証明書付き
アーカイブ

6日（水）�
受講証明書付き
アーカイブ

19日（月）�
オンライン 24

M-9 有効な是正処置　具体事例をもとに考える 横沢 5時間 23日（火）�
オンライン 24

M-10 効果的な是正処置方法とヒューマンエラー対策コース 丸山 3時間 12日（水）�
オンライン

22日（月）�
オンライン 25

M-11 Renewal ！
TQM視点でマネジメントシステム強化と内部監査コース　　　　　　　丸山 3時間 22日（月）

オンライン 25

M-12 品質工学（タグチメソッド）概要解説コース 越山 3時間 アーカイブ 29日（火）
オンライン アーカイブ 25

M-13 新QC七つ道具　概要解説コース 今野 3時間 15日（木）
オンライン 26

M-14 実のあるマネジメントシステム活動とするために 国府 5時間

アーカイブ

24日（木）
オンライン

アーカイブ アーカイブ アーカイブ

26

M-15 「リスク及び機会」の正しい捉え方と「技術の伝承」の考え方 国府 5時間 5日（木）
オンライン 27

M-16 内部監査報告書の書き方と調べ方［ISO�9001］ 国府 5時間 29日（水）
オンライン アーカイブ 27

M-17 マネジメントシステム　スリム化セミナー
～複数要素のシステム融合を通じて～ 国府 5時間 30日（火）

オンライン 28

M-18 チームメンバーからチームリーダーへ
（3～ 5年目社員研修） 福島 5時間

30分
5日（火）
オンライン 28

M-19 1on1ミーティングの進め方 福島 3時間 20日（火）
オンライン 29

M-20 シニア人材活性化のためのマネジメント 福島 5時間
30分

8日（水）
オンライン 29

M-21 小学生でも評価できる、一日で完成する
カンタンすぎる人事評価制度セミナー 山本 3時間 27日（水）

オンライン 30

M-22 失敗学入門編 岩松
野木 3時間 23日（火）

オンライン
17日（火）
オンライン

17日（水）
オンライン 30

M-23 SDGs、ISO30414、健康経営の実効力向上に求めら
れる、人的マネジメントのあり方と実務 三浦 3時間 13日（水）

オンライン 30

M-24 ～現場で使えるFSMSを目指して～
実務に取り込むISO�22000：2018 渡辺 3時間 アーカイブ 13日（火）

オンライン アーカイブ 31

M-25
必修！基礎から学ぶ食品衛生①
食品衛生責任者を超える力量が得られます！�
～公衆衛生から関連法規の理解まで～

渡辺 3時間 8日（木）
オンライン 31

M-26
必修！基礎から学ぶ食品衛生②
食品衛生責任者を超える力量が得られます！�
～公衆衛生から関連法規の理解まで～

渡辺 3時間 7日（金）
オンライン 31

M-27 HACCPの基礎知識� 玉置 3時間 14日（金）
オンライン 32

M-28 コンプライアンス担当が見た食品売り場�（食品表示、栄養表示、優良誤認など） 谷口 3時間 7日（木）
オンライン 32

M-29 BCPの基本 村上 5時間
アーカイブ

31日（木）
オンライン アーカイブ アーカイブ

32

M-30 ISO/IEC27001:2022規格改正移行説明会� 吉岡 5時間 18日（火）
オンライン

3日（火）
オンライン 33

M-31 QMS/EMS認証組織のための情報セキュリティ入門� 村上 3時間 12日（火）
オンライン 33

M-32 ISO/IEC27002:2022　　��情報セキュリティ管理策の解説 村上 5時間 10日（金）
オンライン 33

M-33 プライバシー情報マネジメントシステム
（ISMS－PIMS）について 吉岡 3時間 1日（金）

オンライン 34

アーカイブが1年間視聴可能！2023 年度 セミナー開催一覧
※色がついている部分のセミナーはアーカイブ視聴可能です。※色がついている部分のセミナーはアーカイブ視聴可能です。
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セミナー名 講師名
講義時間
（※昼食時間
含まず）

※講義時間は
目安です。

2023年 2024年
掲載頁

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

J-Club マネジメント

M-34 ISMSクラウドセキュリティ（ISMS-CS）概要解説コース 吉田 3時間 6日（火）
オンライン 34

M-35 はじめてのISO9001 越山 1時間
30分

アーカイブ

34

M-36 はじめてのISO14001 高橋 1時間
30分 35

M-37 「設計・開発」の捉え方と柔軟な運用 越山 3時間 35

M-38 ～食品安全規格等の基礎知識～ 60分シリーズ
キホンの「キ」！（全4回）

谷口
玉置� 各1時間 36

M-39 感染症や自然災害に打ち勝つ“緊急事態”への取り組
み方 仲川 2時間

30分 36

M-40 リスクマネジメントの基本 村上 4時間 36

M-41
新しい個人情報管理（PIMS：ISO/IEC�27701)
～ GDPR、個人情報保護法とISOマネジメントシステ
ムの統合～

村上 4時間 37

M-42 TQM概要解説コース 武川 5時間 37

J-Club アカデミア

A-1 戦略型リーダーになるための経営戦略論 神田　 5時間 5日（水）
オンライン 38

A-2 ミドルのための企業変革マネジメント 神田　 5時間 18日（水）
オンライン 39

A-3 経営に役立つ内部監査 近藤　 5時間 15日（金）
オンライン 39

A-4 マネジメントシステム運用に有効なKPIの設定とその
管理 近藤 5時間 4日（金）

オンライン 40

A-5 SDGsに寄与するマネジメントシステムの運用 近藤 5時間 7（木）～8日（金）
オンライン 40

A-6 SDGs入門編：SDGsの概要を学ぶ 近藤 ３時間
14日（金）
オンライン 41

A-7 経営における環境分析とビジネスモデルの設計 近藤 5時間
30分

17日（金）
オンライン 41

A-8 持続可能な調達に必要なマネジメント
－ISO20400に基づく－ 近藤 5時間 12日（金）

オンライン 42

J-Club講演会

未定※詳細が決まり次第ご連絡致します。 43

新入社員研修

J-Clubセミナー「新入社員2日間研修」�� ㈱イン
ソース

6日（木）～7日（金）
オンライン 43

J-Hiroba

H-1 「聞き出す力（インタビュースキル）」養成基礎講座
～内部監査の面談を想定した実践ロールプレイ～ 浅川　 5時間 31日（水）

オンライン 53

H-2 「伝達力（プレゼンスキル）」養成基礎講座
～プレゼンの3つの視点と自己紹介を題材にした実践演習～ 浅川　 5時間 28日（水）

オンライン 54

H-3 「傾聴力（アクティブリスニングスキル）」養成基礎講座
～傾聴による関係の構築と基本技法の理解～ 浅川　 5時間 26日（水）

オンライン 54

H-4 「自己表現力（アサーションスキル）」養成基礎講座
～アサーティブなビジネスコミュニケーションの理解と実践～ 浅川　 5時間 13日（水）

オンライン 55

H-5 「セカンドキャリアデザイン」対策講座
～人生100年時代における後半戦のキャリアデザイン～ 浅川　 5時間 11日（水）

オンライン 55

H-6 「セルフマネジメント」対策講座
～確実な成果を上げるために必要なこと～ 浅川　 5時間 15日（水）

オンライン 56

H-7 「アンガーマネジメント」養成基礎講座
～心理学や心理療法等から学ぶ怒りのコントロール法～ 浅川　 5時間 14日（水）

オンライン 56

H-8 「フォローする力（フォロワーシップ）」養成基礎講座
～フォロワーシップスタイル診断＆エクササイズ～ 浅川　 5時間 13日（水）

オンライン 57

K-1 J-Club：キッズプログラム 29日（土）
オンライン 58

2023 年度 セミナー開催一覧

1413

※半日コースへ変更
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セミナー名
視聴時間
※視聴時間は
　目安です。

2023年 2024年 掲
載
頁４

月
５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

J-Club （アーカイブセミナー）

M-1 ISO�9001（QMS）概要解説コース ５時間 21

M-2 ISO�14001（EMS）概要解説コース ５時間 21

M-3 ISO/IEC�27001（ISMS）概要解説コース ５時間 22

M-5 経営管理とMS規格（箇条4：組織の状況）の本質 ３時間 22

M-6 わかりやすいプロセスアプローチ基礎解説コース ５時間 23

M-7 プロセス・マップの作成基礎コース� ５時間 23

M-8 内部監査員養成コース（マネジメントシステム共通） ５時間 24

M-12 品質工学（タグチメソッド）概要解説コース 3時間 25

M-14 実のあるマネジメントシステム活動とするために ５時間 26

M-15「リスク及び機会」の正しい捉え方と「技術の伝承」の考え方 5時間 27

M-16 内部監査報告書の書き方と調べ方［ISO�9001］ 5時間 27

M-17 マネジメントシステム　スリム化セミナー～複数要素のシステム融合を通じて～ 5時間 28

M-24 ～現場で使えるFSMSを目指して～実務に取り込むISO�22000：2018 ３時間 31

M-29 BCPの基本 3時間30分 32

M-30 ISO/IEC27001:2022規格改正移行説明会 5時間 33

M-35 はじめてのISO�9001 1時間30分 34

M-36 はじめてのISO�14001 1時間30分 35

M-37「設計・開発」の捉え方と柔軟な運用 ３時間 35

M-38 ～食品安全規格等の基礎知識～
60分シリーズ　キホンの「キ」！（全4回）� 各1時間 36

M-39 感染症や自然災害に打ち勝つ“緊急事態”への取り組み方 2時間30分 36

M-40 リスクマネジメントの基本 4時間 36

M-41
新しい個人情報管理（PIMS：ISO/IEC�27701）
～ GDPR、個人情報保護法とISOマネジメント
システムの統合～

4時間 37

M-42 TQM概要解説コース ５時間 37

1年間視聴可能です。
※メンテナンス日あり
※メンテナンス日が決定次第、
HP・各アーカイブセミナー
ページ【概要】でお知らせし
ます。該当セミナーは視聴不可

※【アンケート回答について】
　アンケートは、各視聴ページ
に載せているアンケートサイ
トへのURLへアクセスし、
必ずご回答ください。

2023 年度 J-Clubアーカイブセミナー一覧　（視聴期間 1年） 申込早見表
下記の複数のアーカイブセミナーを何種類でも、何回でも無料で視聴することができます。
※複数同時視聴可（2023年度試験運用）
※J-Clubアーカイブセミナーは、申込不要です。
※連絡担当者様宛に郵送済のアーカイブ視聴用ID/PWでログインしてください。�視聴方法：P10参照
※録画した内容をご視聴いただくため、若干映像の乱れ・音声の不具合がございますが、ご了承ください。

申込み不要 / 事前送付視聴用・ID・PWでご覧ください。
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J-Club
オンラインセミナー

J-Club
アーカイブセミナー

J-select
アーカイブセミナー

お申込み 必須 不要

必須
※�月ごとのパックで申込締切
日までにお申込みくださ
い。

申込み人数

制限なし
1MS：2名までの条件はな
くなりました。但し、セミ
ナーにより定員あり
※�GD・個人演習のセミナー
は、1端末1名でご受講
ください。

─ 1MS1視聴ID

定員 セミナーにより定員あり

視聴定員なし

1MS：1ID・PWを事前にお
渡ししています。�ID・PWは
皆様で計画的にご使用くだ
さい。
※�社内セミナーで視聴いた
だくことも可能です。
※�複数同時視聴可
　（2023年度より試験運用）

視聴定員なし

視聴前に1MS：1ID・PWを
メールでお送りしますので、
皆様で計画的にご視聴くだ
さい。
※同時視聴不可

視聴方法 Zoom
https://deliveru.jp/
※�デリバルサイトよりご視
聴ください。

https://deliveru.jp/
※�デリバルサイトよりご視
聴ください。

期間
オンラインセミナー

開催期間

１年間視聴可能
※�メンテナンス日あり
※�メンテナンス日が決定次
第、HP・各アーカイブセ
ミナーページ【概要】で
お知らせします。該当セ
ミナーは視聴不可

１か月間視聴可能



申込み必須/締切日までにお申込みください。

2023年度 J-selectアーカイブ一覧　（視聴期間 1ヵ月） 注意：J-selectは、同時視聴不可となります。
※J-selectアーカイブは、お申込みが必要です。申込方法（P9参照）、視聴方法（P10参照）
※録画した内容をご視聴いただくため、若干映像の乱れ・音声の不具合がございますが、ご了承ください。

セミナー名 視聴時間
2023年 2024年

掲載頁
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

J-select （アーカイブセミナー）

S-1 はじめての品質管理 ３時間

J-select
4月パック

J-select
7月パック

J-select
10月パック

J-select
1月パック

42

S-2 よくわかる品質保証 ３時間 42

S-3 問題解決の基本 ３時間 42

S-4 やさしいQC手法（N7） ３時間 43

S-5 標準化と日常管理 ３時間 43

S-6 標準化の基本 ３時間

J-select
5月パック

J-select
8月パック

J-select
11月パック

J-select
2月パック

43

S-7 日常管理の基本 ３時間 43

S-8 方針管理の基本 ３時間 44

S-9 未然防止の基本 ３時間 44

S-10 品質とヒューマンファクター ３時間 44

S-11 コストマネジメントの基本 ３時間

J-select
6月パック

J-select
9月パック

J-select
12月パック

J-select
3月パック

44

S-12 はじめてのQCサークル推進者 ３時間 45

S-13 はじめての小集団改善活動�（QCサークル活動） ３時間 45

S-14 商品企画七つ道具の基礎 ３時間 45

S-15 はじめての発想法 ３時間 45

申込必須
申込締切：3/23

申込必須
申込締切：4/20

申込必須
申込締切：5/23

申込必須
申込締切：6/22

申込必須
申込締切：7/20

申込必須
申込締切：8/23

申込必須
申込締切：9/21

申込必須
申込締切：10/20

申込必須
申込締切：11/22

申込必須
申込締切：12/22

申込必須
申込締切：1/22

申込必須
申込締切：2/21
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2023年5月15日（月）／オンライン

2023年5月11日（木）／オンライン

約5時間

▶日常生活上の事例を踏まえた説明も多かったため、ゼロからでも聞きやすく、
理解できました。 
▶QMS基礎が体系的に学ぶことができ、基礎教育としては大変分かりやすかった。
▶品質とは何か、マネジメントとは何か、再発とは何か等、用語に対する新しい
認識を持つことができた。

全42コース

▶概要ではありましたが、要点をしっかりと解説いただきましたので、非常に勉
強になりました。 
▶現在、内部監査を行っているので、事務局として各部門に EMSの伝えるべきポ
イントがわかりました。

● ISO推進事務局になられた方 　● 品質マネジメントシステムの基礎を学びたい方

● ISO推進事務局になられた方　● 環境マネジメントシステムの基礎を学びたい方

視聴時間

※1年間視聴可能

※1年間視聴可能

M-3 ISO/IEC 27001（ISMS）概要解説コース

コース概要
9 年ぶりに改正となった、情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC 27001:2022）の概要について
分かりやすくご説明します。また、最新の情報セキュリティインシデントの傾向から、今後強化すべき技術的セキュ
リティ対策のポイントについても解説します。

参加対象者 ● ISO推進事務局の方　● 情報セキュリティマネジメントシステムの基礎から学びたい方

予定講師 木村 歳修
日程

2023年5月10日（水）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:00

プログラム
① ISMS適合性評価制度
② ISMSファミリー規格の最新動向
③ JIS Q 27001：2023規格要求事項の解説

④ 情報セキュリティインシデントの傾向と対策
⑤ 附属書A「管理目的及び管理策」の解説

M-4 FSMS ISO22000・FSSC22000
概要解説コース

コース概要 本コースでは、ISO22000及びFSSCの規格の概要と解釈について解説いたします。

参加対象者 規格をもう一度学びたい、これから学びたい方

予定講師 島袋 千恵子
日程

2023年8月22日（火）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:00

プログラム ①ISO22000:2018規格の概要と解釈
②FSSCの規格の概要と解釈

M-5 経営管理と MS 規格
（箇条 4：組織の状況）の本質

コース概要

MS規格の“箇条 4:組織の状況”を組織の×××MSに適用するためには、経営管理と一体となった活動を行う
ことが基本です。このためには、外部・内部の課題から戦略を策定し、×××MSを構築し、運営管理し、継続
的改善を行うことが組織のパフォーマンス向上につながります。本セミナーでは、MS規格の“箇条 4:組織の状況”
を適用するための方法について解説します。

参加対象者 全MSの運営管理の責任者、各部門の責任者

予定講師 福丸 典芳
日程

2023年10月24日（火）／オンライン
2024年2月2日（金）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム

①経営システムモデル
経営システムと×××MSとの関係及び方針管理と
MS規格の関係を理解する。

②戦略プロセスと策定ツール
中長期経営計画の策定及び戦略策定ツールを理解

する。
③ MS規格の箇条４の意図

顧客価値と組織能力（コアコンピタンスの導き方）
及び×××MSの設計思想を理解する。

※1年間視聴可能
▶規格独特の専門用語が少ないなど、説明がわかりやすく、演習の時間配分や解
答例、解説も適切だった。
▶要求事項に対して実際に何をすべきかまた考え方など理解を深めることができ
ました。また情報漏洩事件の傾向から情報セキュリティ教育の必要性、重要性を
再認識できました。 

5

※1年間視聴可能
▶規格の箇条４について詳しく説明していただいたので、よく理解することが出
来ました。
▶仕事を進めていくうえでのヒントになる点がありました。

3



▶監査内容は業種・会社で千差万別なため、一般化した内容を説明するというの
は難しいことだろうなと思い拝聴していましたが、すべての会社で意識すべき点
を例も交えてご説明頂き、大変勉強になりました。
▶最後に理解度を確認できるテストがある事、受講を証明する物が残る事、両面
からも受講者側にも受講を促す会社側にも有益だと感じた。
▶画面での講習でしたがまるで本当の講習を受けている様なリアルな講習でした。
▶プロセスアプローチ、プロセスマップを続けて受講出来ればもっと理解も深め
ることができたのかと思います。

受講証明書付きアーカイブ
オンライン
受講証明書付きアーカイブ
受講証明書付きアーカイブ
オンライン

研修時間10：00～16：00　視聴時間4時間
研修時間10：00～16：00
研修時間10：00～16：00　視聴時間4時間
研修時間10：00～16：00　視聴時間4時間
研修時間10：00～16：00

2023年 4 月20日（木）
2023年 7 月20日（木）
2023年10月25日（水）
2023年12月 6 日（水）
2024年 2 月19日（月）

⑤オンライン理解度
　テスト実施
（オンライン／受講

　　証明書付きアーカイブのみ）

内部監査を通じて業務のレベルアップを図ることが重要です。内部監査員として、 何に着目し、どのように展開
すると効果的な内部監査となるのか。その枠組みと基本的な内部監査のポイントを解説します。
※オンラインコース・受講証明書付きアーカイブを最後まで受講され理解度テストを受験いただいた方には受講証明書を発行いたします。
※アーカイブセミナー受講者には受講証明書は発行されませんのでご了承ください。

● 受講証明書付アーカイブセミナーとは
限定された日時でご視聴いただくセミナーとなっております。終了後に理解度テストを実施し、合格された方に、受
講証明書を発行いただけます。

● 受講証明書付アーカイブセミナー視聴までの流れ
【お申込み】→1週間程前に視聴 ID／PWを送信します。→当日、ログイン後、時間内で全ての動画を視聴いただき
→終了後、理解度テストを実施→合格された方に、【受講証明書】を発行いただけます。
【注意事項】
※1端末につき、1名様のご受講
※複数名でのご視聴不可
※通常のアーカイブセミナーでは、受講証明書は発行されません。

申
込
必
須

申込不要

※内部監査員候補者の方はM-6、M-7のセミナーを先に受講されることをお勧めします。

※1年間視聴可能

個人ワークあり

16時までに動画を全てご視聴ください。※上記時間内のみご視聴いただけます。

● 管理責任者　● 内部監査員　● 内部監査員候補者 横沢 俊一 100名定員

（視聴時間：約4時間）

▶前日に　M-6　わかりやすいプロセスアプローチ基礎解説コースのアーカイブ
セミナーを受講していたので、非常に分かりやすい内容だった。
▶本屋で販売されているような参考書を読むだけでは難解な箇所も具体例を挙げ
て説明して頂いたり、例題で演習を行ったりと理解しやすい内容でした。
▶プロセス・マップにより業務フロー、記録媒体、手順書等が明確に解りました。
是非活用して行きたいです。

2023年6月19日（月）／オンライン
● マネジメントシステムの運用に携わる方　● 内部監査員候補者

※1年間視聴可能

個人ワークありプロセス・マップの作成基礎コース

2023年5月17日（水）／オンライン

※本コース受講後に「プロセス・マップの 作成基礎コース」を受講いただくこと により、更に理解が深まります。

▶「プロセス」の言葉の意味や、手順書やフロー図を作成する上で新人の目線で作
成する事の大切さを再認識できました。
▶難解な要求事項をわかりやすい事例や解釈で話をしていただけているので理解
しやすい。
▶丁寧で聞き取りやすい発音、ゆっくりはっきりとした語りで大変分かりやすい
講義でした。背景や世界観なども解説していただき､日本人としてやや理解に苦し
む内容などもなるほど､と納得することが出来ました。

● マネジメントシステムの運用に携わる方　● 内部監査員候補者

※1年間視聴可能

個人ワークあり

M-9 有効な是正処置　
具体事例をもとに考える

コース概要 是正処置プロセスの目的、役割などについて、具体事例をもとに「効果的な是正処置とは？」について理解を
深めましょう。

参加対象者 ● マネジメントシステムの運用に携わる方　● 内部監査員

予定講師 横沢 俊一
日程

2024年1月23日（火）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:00

プログラム
①苦情を含む）不適合の特定　　　　④再発防止策の立案、実施
②修正、対応　　　　　　　　　　　⑤有効性の確認
③原因の特定
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※1年間視聴可能
▶品質工学に関し全くの素人ですが、先生のお話しが分かりやすく、また実例に
てお話しいただけた事からすんなり入る事ができました。
▶今まで実験計画法とタグチメソッドの違いが今いちわからず、実験計画法しか
使用してきませんでしたが、2つの性質の違いがはっきり理解でき、タグチメソッ
ドの有用性にも興味が持てました。
▶タグチメソッドがどのようなものなのか、イメージを持つことができた。ただ、
実際に仕事に取り入れるには、もっと深く理解する必要がある。

3

▶実例をベースにした演習は、自身の現場での活用に繋がる考察ができよかった。
▶分析時の定義付けや分類、対策までの導き方が非常に分かり易かったです。ぜひ、部下への教育で活かしたいと考えてます。
▶ヒューマンエラーをここまで細分化し、全てにラベリングを行い、対処を全てお話頂くことは初めてです。幅だけではなく深さも持ったお話は大変貴重でした。

※1年間視聴可能
▶規格の趣旨を理解して自社のルールに落とし込むということについて、要求し
ていないのにやりがちな内容など具体的に説明していただき、分かりやすかった
です。
▶マネジメントシステムが形骸化しないように少しでも経営と一体化させていく
かはとても難しい課題であったりしますが、本日の講義を聴いて実務に役立てら
れる思考を学べたと思いました。まだまだ規格に縛られていた部分も気づけまし
た。

5

M-10 効果的な是正処置方法と
ヒューマンエラー対策コース

コース概要

マネジメントシステムの運用において是正処置を実施すること、すなわち、真の原因を追求し再発防止対策を講
じることは大変重要なポイントです。本セミナーでは効果的な是正処置の方法を全般的に解説します。その中で、
最近特に必要性の高まっている “ヒューマンエラー”に関しても、その原因追求と再発防止する方法論について
解説します。

参加対象者 ● ISO推進責任者及び担当者　● 現場の管理者、 監督者、作業者　● 品質保証関係者　● 内部監査員

予定講師 丸山 昇
日程

2023年7月12日（水）／オンライン
2024年1月22日（月）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム

1.効果的な是正処置　　　　　　　　　2.ヒューマンエラー（ポカミス）対策
① 原因分析の実際　　　　　　　　　　＊ミニ個人演習問題をはさみながら、理解を深めます。
● 不良や事故発生の原因分析の基本知識

●なぜなぜ分析

●ヒューマンエラーの原因分析

② 効果的な対策の打ち方

M-11 TQM視点でマネジメントシステム強化と
内部監査コース

コース概要

長年日科技連が提唱し実績のあるTQM、その中で柱となる「方針管理」「日常管理」の考え方や手法を、ISO9001
を代表とするマネジメントシステムに息を吹き込んで経営に貢献するものに強化する方法を解説します。さらに、TQM
視点で内部監査を実施する方法とチェックリストを用意しました。（このコースは、以前の「『TQMで経営に役立つ
ISOシステム強化』コース」を、全面見直しリニューアルしたコースです）

参加対象者 ●ISO推進責任者及び担当者　　●内部監査員　●TQM推進者　●部門、部署の管理者

予定講師 丸山 昇
日程

2023年5月22日（月）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム

１．TQMの「方針管理」で強化
・「方針管理」とは
・規格4.1項、4.2項、6.1項、6.2項を強化する
２．TQMの「日常管理」で強化
・「日常管理」とは
・規格4.4.項を強化する

３．事業成功のためのQMS（概論）
・顧客価値マネジメントとは？
４．TQM視点での内部監査ポイント
＊講義は、ミニ演習をはさみながら理解を深めます

M-12 品質工学（タグチメソッド）概要解説コース

コース概要
QE（品質工学）の一つである“パラメータ設計”の基本的なアプローチの仕方（機能を測る、強い誤差をかける、
たくさんのパラメータを一度に最適化する）を易しく解説します。また、QE的なものの見方は、マネジメントシ
ステムの運用にも効果的であることをお話しします。設計・開発担当者でなくてもご参加ください。

参加対象者 ● 製造業の技術、設計開発ご担当者　● 製品開発、研究、品質管理ご担当者

予定講師 越山 卓
日程

2023年8月29日（火）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム ① QE的なものの見方
② パラメータ設計の手順

M-13 新 QC 七つ道具　概要解説コース

コース概要

「新 QC七つ道具」とは、①連関図法、②親和図法、③マトリックス・データ解析法、④マトリックス図法、⑤系
統図法、⑥アロー・ダイヤグラム法、⑦ PDPC 法の7つの手法の総称です。新 QC七つ道具は、数値・言語デー
タを抽出する前に問題をどのように整理するか、潜在ニーズを自ら課題に仕立てる「考えるためのQC 手法」とも
言われます。本コースでは、サービス業界や間接部門の方にも広く活用いただけるよう、取り組みやすい内容とし
て、主に概論から連関図法、親和図法をメインに、その使い方をご紹介をいたします。

参加対象者 サービス業に従事される間接部門の担当者・他

予定講師 今野 勤
日程

2023年6月15日（木）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム ①新QC七つ道具概論　　　　　　　③親和図法
②新QC七つ道具と言語データ　　　④連関図法

M-14 実のあるマネジメントシステム活動
とするために

コース概要

「マネジメントシステムの活動の一部が形骸化」という状況に、よく遭遇します。「審査を受けるための記録」「記録
に残すことだけが目的の活動」「型にはめるタイプの書式」などが、形骸化/形式的の代表です。文書・記録系の
ものが多く、「ISO導入後に急遽設定したＡ４_1枚の用紙を疑え」という話題がよく出ます。形骸化/形式的と記し
ましたが、「実情/実態は、規程書に載っている実施事項や記録とは別にある」が「当事者は意識しておらず、周囲
の人も気づいていない」というケースも多いようです。ならば、その実態を表に出し、理論武装し、規格要求事項
との整合性を示せば、たいてい実効性が高くなります。
担当講師は、現役の審査員です。この研修を通じて、審査での気付きを皆さまにフィードバックいたします。

参加対象者 ●マネジメントシステム運用責任者の方　●ISO推進事務局の方
●マネジメントシステムの改善に興味をお持ちの方

予定講師 国府 保周
日程

2023年8月24日（木）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:00

プログラム

第１章　マネジメントシステムが形骸化する！
第２章　要員育成と力量評価
　　　　…形骸化しない育成計画・実施形態・記録
第３章　購買と外部委託の管理
　　　　…現実的な能力評価・対処方法と管理
第４章　顧客満足
　　　　…ビジネスに即した捉え方と情報活用

第５章　著しい環境側面
　　　　…ビジネスと顧客を通じた環境貢献へ
第６章　マネジメントレビュー
　　　　…経営者目線の場面・形態・内容の設定
第７章　各種記録
　　　　…記録の内容・形態・媒体の指定
第８章　形骸化した運用の見抜き方と脱出への道

▶新QC七つ道具の概要や大まかな活用方法を知ることができ、これから深く勉強していく導入教育として有意義であったと感じています。
▶N7をよく理解していなかったので 大変為になりました。 具体例もわかりやすかったです。
▶他のQC関連の本で読んでいるだけだと、具体的なイメージがつかないのですが、講師のご説明や演習のような形で考えると「自己の業務のこの部分でこういう使い方が
できるな」と具体的なイメージを持つ事ができ、仕事に活かせると感じました。

※本ガイドに掲載している内容は全て無料です
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M-17 マネジメントシステム　スリム化セミナー
～複数要素のシステム融合を通じて～

コース概要

マネジメントシステムを長く続けると歪みが蓄積します。「形式的になっている規定内容、記録を解消したい」、
「日常的な実施事項や記録をシステムに取り入れたい」「使い勝手の悪い文書や記録を実務に即した形としたい」
本コースでは、組織経営と結び付けたスリムなマネジメントシステムを実現するためのポイント・コツを、実践
的な具体例を中心に解説いたします。

参加対象者 ● マネジメントシステム運用責任者の方　● ISO推進事務局の方　● 部門の管理者の方

予定講師 国府 保周
日程

2024年1月30日（火）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:00

プログラム

① ISO 9001とISO 14001の類似性と相違性
② マネジメントシステム…複数要素の一体運営の道
③ 品質活動と環境活動…活動内容の融和
④ 身近なところから環境活動を考える
⑤ 個別の実施事項の大掃除…システムスリム化の前提

⑥ 現状を活かす…柔らか頭のマネジメントシステム
⑦ 文書化と記録に、もう悩まされない
⑧ 品質・環境目標への取組みを再考する
⑨ 機会及びリスクへの取組み
⑩ さらに充実したマネジメントシステムへ

M-18 チームメンバーからチームリーダーへ
（3 ～ 5 年目社員研修）

コース概要
入社3 〜 5年目の方を対象に、チームメンバーからリーダーになるためのマインドとスキルを学びます。仕事に慣れ、
惰性や慢心、今後のキャリアへの漠然たる不安をいだく中で、仕事のレベルも上がり、後輩指導の責任も生じてくる3
〜 5年目。そうした状況で、楽しく十分に力を発揮するために必要なマインドとスキルを学びます。

参加対象者 入社3 〜 5年目程度で、小人数のチームリーダー、またはそれを目指す方

予定講師 福島 伸 日程 2023年9月5日（火）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:30 定員 30名

プログラム

1. 今までの自分の振り返りと今後の方向性
自分を振り返り、会社や周囲からの期待から必要な能
力を確認し、今後の方向性を考える
2. キャリア展望
キャリア観を職業（業種、業態）と役割責任（マネジ
メント、専門職、自営等）から確認し、1.を踏まえて
自分のミッションを考える
3. 学び方と後輩指導
● 学び方を学ぶ
● ＳＬ理論、コーチングを踏まえた後輩指導について学ぶ

4. チームワーク
チームの力学を確認し、リーダーシップとフォロワー
シップ発揮のポイントを学ぶ
5. アクションプラン
● チームリーダーとして目指すところを確認する
● そのための第一歩（明日からできること）を考える

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

※1年間視聴可能
▶講義主体のセミナーでしたが、国府先生のお話しの仕方が秀逸で、楽しく聴講
させていただきました。「リスク及び機会」の正しい捉え方、「技術の伝承」の考え方、
共に自らの業務に活用できそうな気付きが多くあり、大変有意義でした。
▶リスク、機会の解釈の仕方を理解する事が出来、具体的な事例も多数ありとて
も参考になりました。

5

※1年間視聴可能
▶想像よりもはるかに情報量が多く、受講時間内では消化しきれませんでした。
これからゆっくり資料を読み返して、自分のものにしていきたいと思います。
▶被監査者へのヒアリング等に際し、どこに着目しどういった質問、話題の展開
を行なえばいいかのヒントが多く含まれていてとても参考になりました。
▶監査時の切り口や質問などが具体的に示されていたので、すぐに内部品質監査
に取り入れることができる内容で非常に役立ちます。

5

※1年間視聴可能
▶本質をしっかりとらえ、柔軟に活用していくことが大切であると理解しました。
▶「マネジメントシステム」とのタイトルでしたが、 ISO14001に関する内容のボ
リュームが多く感じました。 具体例を交えながら、分かりやすく説明を頂き 興味
深く拝聴しました。
▶ＩＳＯの細かいところ、主旨まで理解ができた。概要説明を聞いただけではわ
かりにくい点を理解できた。

5

M-15 「リスク及び機会」の正しい捉え方と
「技術の伝承」の考え方

コース概要

ISO規格が2015年版に改正され、「リスク及び機会」の取組みが正式に要求事項に盛り込まれました。従来から「リ
スク」を想定して業務を行ってきましたが、ISOのマネジメントシステムと融合させて管理するには、どうすればよ
いか、どのように考えたらよいか。「機会」をどう活かせばよいか。このコースでは、規格制定の意図や捉え方を解
説いたします。また、固有技術・ノウハウを確立した人々の退職や人材不足によって、事業活動の継続に不安が広が
る中、「技術の伝承」はどのようにするとよいか、「組織の知識」としてどのように管理すると組織にメリットが生じ
るかを学んでいただきます。

参加対象者 ● マネジメントシステムの運用に携わる方　● ISO推進事務局の方　● 現場の管理、監督者の方

予定講師 国府 保周
日程

2023年10月5日（木）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:00

プログラム

① 各マネジメントシステムの類似性と相違性
1-1 各規格の似たところ、異なるところ
② リスクと機会への取組み ⑴
　…リスク着目系の規格
2-1 規格要求事項とその構成 ≪ISO14001≫
③ リスクと機会への取組み ⑵
　…プロセスアプローチ系の規格
3-1 規格要求事項とその構成 ≪ISO9001≫
3-2 規格を解釈する際に陥りやすい事項 ≪ISO9001≫
3-3 運用の現実の姿 ≪ISO9001≫

M-16 内部監査報告書の書き方と調べ方
［ISO 9001］

コース概要

「内部監査報告書をどう書けばよいのでしょうか」と、よく尋ねられます。質問は「書き方」なのですが、趣旨は「何を
書けばよいか」であり、本質的には「何を調べたらよいか」のようです。もっともよく見かけるは「書類の有無や記述
の不備に関する言及にとどまっていて、システム的な内容にまで踏み込んでいない」という症状です。つまり、これま
で進めてきた内部監査の所見を、もう一歩踏み込んで調べるだけで、本質的な問題点を見いだせる状況にまで迫って
いることを意味します。この研修では、まず内部監査を活性化するための切り口についてお話ししたうえで、事例に
基づいて、どのような突破口があるか、どのような本質に迫ることができる可能性があるかを、皆さんとともに考えます。
組織のすべての活動要素を取り上げるのがベストでしょうが、限られた時間を有効に活用するために、比較的よく見か
ける症状を中心にご紹介します。

参加対象者 ● 内部監査員　● 内部監査の主幹者／レビュアー　● 内部監査員の教育に携わる方

予定講師 国府 保周
日程

2023年11月29日（水）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:00

プログラム
講義１　内部監査の活性化のポイント
講義２　報告の記述例を基に一歩踏み込む調べ方を
　　　　考える

講義３　個別事項の監査での見方①
講義４　個別事項の監査での見方②

④ 組織の知識 ⑴
　…固有技術とノウハウの伝承
4-1 規格での言及状況
4-2 培ってきた技術の行方は？
4-3 組織の知識の蓄積と管理
4-4 世代交代に伴う技術伝承
⑤ 組織の知識 ⑵
　…新たな知識の積極的な導入
5-1 組織外からヒントをつかむ
⑥ マネジメントシステムの積極活用
6-1 備えあれば憂いなし
6-2 マネジメントシステムの発展に向けて

▶チームリーダーについての研修なのでリーダーシップやマネジメントについての内容だけだと思っていましたが、自己分析や管理者目線の話もあり面白いセミナーでした。
▶チームリーダーとしての今後の自分自身の考えを、しっかり考える機会になり、良かったです。不足している部分も明確になり、今後の改善点となりました。
▶後輩指導について、どのように教えるべきか悩んでいましたが、具体的に解決策を提示いただけたので、明日から早速活かしていきたいです。

※本ガイドに掲載している内容は全て無料です
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M-21 小学生でも評価できる、一日で完成する
カンタンすぎる人事評価制度セミナー

コース概要

当コースで説明する「カンタンすぎる人事評価制度」は、たった一日で3種類の「人事評価表」が完成し、小学生
でも評価できるほど評価のラクな人事評価制度であり、ISO9001との相性も抜群です。セミナーでは、既存の一
般的な人事評価制度の問題点を認識したうえで、「カンタンすぎる人事評価制度」の策定方法を人事評価制度指導
歴27年のQMS・EMS・FSMS主任審査員でもある社会保険労務士がレクチャーします。

参加対象者 ● 経営層　● 管理職　● 人事担当者

予定講師 山本 昌幸
日程

2023年9月27日（水）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム

1. 99%の企業が間違っている人事評価制度の目的
2.人事評価制度の目的は人材育成。そして、組織の目的達成
3. 「要求力量のハードル設定」これこそ人事評価制度の奥義
4. 既存の評価制度の問題点
5. 人事評価におけるプロセス評価とパフォーマンス評価
6. 人事評価制度もプロセス管理が重要
7. 人事評価制度におけるプロセスアプローチの概念

8. 人事評価制度に込めるのはAI・ITではなく「三つの想い」
9. 組織を変えることができる人事評価制度
10. 「カンタンすぎる人事評価制度」とは？
11. 「カンタンすぎる人事評価制度」の策定方法
12. 「評価項目」と「評価基準」の策定ワーク
13. 「カンタンすぎる人事評価制度」による人材育成手法
14. 他

M-22 失敗学入門編

コース概要

みなさんの組織では、同じ失敗を繰り返していませんか？「過去の振り見て未来の振り直せ」と簡単に言うけれど、
未来の振りを直すにはちょっとしたコツが必要なのです。そのコツを伝授するのが失敗学です。本コースでは、失
敗とうまく付き合い、そこから有益な知識を得る方法、同じ失敗を繰り返さない方法、未然防止の方法、失敗知識
の伝達・活用方法について解説いたします。

参加対象者 全般

予定講師 岩松 正治　野木 禎生
日程

2023年5月23日（火）／オンライン
2023年10月17日（火）／オンライン
2024年1月17日（水）／オンライン研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム ①失敗の必然性
②失敗学のエッセンス

M-23 SDGs、ISO 30414、健康経営の実効力向上に
求められる、人的マネジメントのあり方と実務

コース概要
SDGsやISO 30414、健康経営において求められる人的マネジメントのあり方は、各企業の取り組みや姿勢に
任される部分が大きくなっています。DX化が難しいとされる、人的マネジメントとその開示や取組みについて、
米国での会社経営と海外IRを経験した経営企画・人事部門出身の講師が考え方と実務を解説します。

参加対象者 ●経営層　●人事担当者　●管理職　●マネージャークラスの方々

予定講師 三浦 才幸
日程

2023年12月13日（水）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム
①人的マネジメントの世界的潮流
②SDGs、ESG、ISO、健康経営等のテーマについて、

それぞれに求められる対応基準の考察

③基準に対する客観的測定の在り方
④企業として対処が求められる人的マネジメントの実

務

▶失敗学に今回初めて触れましたが、非常に分かりやすく、また応用範囲の広い題材と感じました。言い訳を否定的にとらえるのではなく、今後の糧として分析するという
点が、大変素晴らしいと思います。
▶難しい事例を出されてよく理解できないまま終わってしまうことが多いが、今回のセミナーでは簡単に、分かり易い事例で説明して頂けたので理解しやすかった。
▶セミナーの内容から、過去のミス対策が何故うまくいかなかったのか、わかったような気がします。大変わかりやすく即実践活用できる内容であると感じました。

▶講義内容で負の人材マネジメントスタイルについて、興味深く受けました。人材に対する負の連鎖を改めて目標を改革したい。
▶人材への投資の重要性と背景が良く理解できた。
▶内容的には工場長や役員クラスの方が聞く内容と思いました。自分の職場に置き換えて改善できる事も有りました。

▶ミーティングの重要性を改めて認識しました。そして、その進め方についても非常に有意義でした。
▶1on1のみならず、職場でのコミュニケーション全般について知ることができて良かったです。
▶とてもわかりやすく、よく理解ができた。 今後、1on1ミーティングを部署で行うだけではなく、会社全体でも重要性を伝えていきたい。話すテンポが聞き取りやすく、
メモが取りやすかったです。

▶人事評価を策定する上での悩みが解決されるとてもためになるセミナーでした。
▶「小学生でも評価できる」と謳われていたので興味を持ち受講しました。社員の評価には毎年苦慮しております。本日のセミナーを受講し、大きなヒントをいただけたよ
うに思います。
▶評価の数値化により、被評価側がやることが明確になり、目指すべきことが分かりやすくなる点で全体的な力量アップが目指せる事が素晴らしい。

M-19 1on1 ミーティングの進め方

コース概要

「1on1ミーティング」とは、上司と部下が定期的に実施する1対1での対話です。効果的な「1on1ミーティング」
を実践するためには、普段のコミュニケーションとは異なる意識、スキルが必要ですが、あまり固く考えずカジュア
ルに考えていただいたほうがいいと思います。本セミナーでは、「1on1ミーティング」が必要とされる背景を理解し、
有効な実践方法を体得します。

参加対象者 人事担当者、または人材育成や部下とのコミュニケーションに悩んでいる管理職、グループリーダー

予定講師 福島 伸
日程

2023年6月20日（火）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム

1.「1on1ミーティング」とは
1on1ミーティングが必要とされる背景、効果を出す
ための心構えを理解する。
2.扱うテーマ
1on1ミーティングで話すテーマについて基本領域を
学ぶ。

3.1on1実践演習
想定の部下情報をもとにロールプレイング（メンバー
での相互チェック）を行い、実践知を高めます。

M-20 シニア人材活性化のためのマネジメント

コース概要

シニア人材は一般的に社歴が長く、会社への貢献度は高く、能力や適性も多岐に亘ります。そのため一律に対応す
ることは難しく、個人の特徴を生かしたマネジメントが求められます。このセミナーでは、シニア人材活性化に必要
な視点、知識を学び、自社の制度の課題を踏まえて、改善の方向性を考えます。またマネジメントの実践に必要な
対話力についても学びます。

参加対象者 人事担当者、シニア人材をメンバーとして持つ管理職の方、また、シニア人材でご自身の振る舞いに悩んでいる
方の受講も歓迎します。

予定講師 福島 伸 日程 2023年11月8日（水）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:30 定員 30名

プログラム

1.キャリア理解
キャリアデザインの基本的事項と人生100年時代を
踏まえて、シニア層にとってもキャリア構築をあらた
めて見直す必要があることを理解する。
2.中年期の心理・社会的課題
40歳から65歳くらいまでの中年期における心理・社
会的課題を概観し、シニア層が置かれている人生局面
を理解する。
3.会社制度の振り返り
シニア層の評価と処遇に関する自社の制度を振り返
り、課題と改善の方向性を考える。

4.キャリアデザインの実際
シニア活性化研修で使用するキャリアデザインシート
を実際に使用し、シニア人材の置かれた状況と心情を
想像することで、マネジメントに必要な共感力を強化
する。
5.対話力向上
シニア人材との対話力向上を目指して、敬意と共感を
もとにした権限移譲のポイントを学ぶ。

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

▶弊社でも今後シニア世代が増えていく中で、具体的な対応方法や考え方など、とても参考になりました。
▶オンラインセミナーでのグループディスカッションは初めてで、大変貴重な経験をさせて頂きました。他の方の考えや会社事情を聞けて大変勉強になりました。
▶今回のセミナーで、今後の対策についてのマネジメント方法をご教示いただき、非常に参考になりました。

※本ガイドに掲載している内容は全て無料です

-----------
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M-27 HACCP の基礎知識

コース概要 本コースでは、HACCPの概要説明、HACCPの考え方の解説や実例を紹介します。

参加対象者 食品製造現場で働く方、その他食品関連のお仕事をしている方、HACCPについてより学びたい方

予定講師 玉置 知也
日程

2023年7月14日（金）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム ①HACCP ってなーに?
②HACCPを使ってみようー！

③コースのまとめ、質疑応答

M-28 コンプライアンス担当が見た食品売り場
（食品表示、栄養表示、優良誤認など）

コース概要 本コースでは、食品表示法や景品表示法など食品衛生以外の食品に関わる法律を実例を交えて簡単にお伝えします。

参加対象者 食品製造現場で働く方、コンプライアンス関係のお仕事をされている方

予定講師 谷口 あゆみ
日程

2023年9月7日（木）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム ①食品に関わる法律について
②食品表示法、景品表示法の概要

③質疑応答

M-29 BCPの基本

コース概要

BCPを作成していても、年1回、安否確認と避難訓練をやっている程度で本当にBCPが機能するのかと心配し
ている企業が多いのでは？本コースでは、BCMを有効にするための方法としての、BCMの基本から活動の実施
までを解説します。また日本では単一の災害・事故にだけ対応したBCP（地震BCPなど）が一般的ですが、欧
米で主流である、複数の災害・事故に対応できるマルチハザード対応についても解説します。

参加対象者 ● 経営層　● 経営幹部　● 管理職　● マネージャークラスの方々

予定講師 村上 治
日程

2023年8月31日（木）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:00

プログラム

午前
① 事業継続とは
② リスクとインシデント
③ BCP策定プロセス午後

午後
④ マルチハザード対応
⑤ 訓練と演習の実施
⑥ 事業継続の有効化のポイント

M-24 ～現場で使えるFSMSを目指して～

実務に取り込むISO 22000：2018

コース概要 本コースでは、改めて規格改定の要点を振り返り、実際の審査から見える留意点なども具体的な事例を踏まえお伝
えします。

参加対象者 食品安全チームリーダーを含め、主に現場での運用に携わっている方、その他FSMSへの理解を深めたい方

予定講師 渡辺 昭嘉
日程

2023年6月13日（火）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム
①オリエンテーション
② 第一章 ISO 22000規格要求事項の振り返り
〜規格改正の背景と概要〜

③ 第二章 ISO 22000規格要求事項を俯瞰する
〜規格の要点と現場での運用〜
④ コースのまとめ、質疑応答

M-25
必修！基礎から学ぶ食品衛生①
食品衛生責任者を超える力量が得られます！
～公衆衛生から関連法規の理解まで～

コース概要 食品安全の基礎となる公衆衛生、食品衛生及び食品安全に関係する法令などを具体的な事例をとおして解りやすく
お伝えします。（連続講座その１）

参加対象者 ● 食品安全を基礎から学びたい方　● 食品衛生責任者

予定講師 渡辺 昭嘉
日程

2023年6月8日（木）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム

①公衆衛生学
・公衆衛生とは
・環境衛生、労働衛生

②食品衛生学（その１）
・主な食中毒と健康被害
　▶︎食中毒の分類
　▶︎食中毒の発生状況
　▶︎主な食中毒の事例とその原因

M-26
必修！基礎から学ぶ食品衛生②
食品衛生責任者を超える力量が得られます！
～公衆衛生から関連法規の理解まで～

コース概要 食品安全の基礎となる公衆衛生、食品衛生及び食品安全に関係する法令などを具体的な事例をとおして解りやすく
お伝えします。（連続講座その2）

参加対象者 ● 食品安全を基礎から学びたい方　● 食品衛生責任者

予定講師 渡辺 昭嘉
日程

2023年7月7日（金）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム

③食品衛生学（その2）
・施設設備の衛生管理
・食品の衛生的な取扱い
・食品取扱者の衛生管理

④食品安全関連法令
・食品安全基本法
・食品衛生法
・その他（水道法、食品表示法など）

※1年間視聴可能
▶講師の説明が判り易かった。 自分の会社の食品安全チームの活性化維持を考える
参考になった。
▶旧版やHACCPとの変更点メインの説明だったので、 初めてISO22000を学ぶ
人には少し理解が難しい点があった。
▶リスクやインシデントという用語を正しく認識することが出来た。今後の業務
への参考になった。

3

※1年間視聴可能
▶BCPに関する書籍などで「IMP」「BCP」「BRP」などを目にしていたが、今
回の説明で、その違いがよく分かりました。
▶BCPよりもBCMのほうがより本質であることがわかりました。
▶基礎的なところからの解説があったので、初心者でも分かりやすく学ぶことが
出来ました。また演習問題を考えることで理解を深めることができたと思います。

（視聴時間：約3時間30分）

※本ガイドに掲載している内容は全て無料です
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M-33 プライバシー情報マネジメントシステム
（ISMS-PIMS）について

コース概要 プライバシー情報の管理における世界的な流れを受けてISO/IEC 27701が発行されました。
ISO/IEC 27701の内容説明とともに、国内規格であるPマークとの違いについて解説いたします。

参加対象者 ●個人情報管理に従事する方　●新たな個人情報管理に関する規格に興味がある方

予定講師 吉岡 努
日程

2023年12月1日（金）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム ①プライバシー情報保護規制の推移
②ISMS-PIMS認証について

③Pマークとの違いについて
④ISO/IEC 27701の内容

M-34 ISMS クラウドセキュリティ（ISMS-CS）
概要解説コース

コース概要 ISO/IEC 27017に基づくISMSクラウドセキュリティ認証の概要について分かりやすくご説明します。

参加対象者 ●ISMSを推進している方　●クラウドサービスに従事する方　●ISMSクラウドセキュリティ認証に興味がある方

予定講師 吉田 哲也
日程

2024年2月6日（火）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム
①クラウドサービスの現状と課題
②ISMSクラウドセキュリティ認証の概要とその要

求事項

③ISO/IEC 27017におけるクラウドサービスのた
めの実施の手引及び追加の管理策

M-35 はじめての ISO9001

コース概要

本セミナーは、ISO9001品質マネジメントシステムにはじめて触れる方の、
① ISO9001って何？ ② 何故ISO9001が必要なのか？ ③ 品質マネジメントシステム（QMS）を構築するっ
てどういうこと？ ④ ちょっと規格を読んだけど用語が分かり難くて頭が痛くなった… ⑤ ISO9001を適用した
身近な事例が知りたい！といった疑問・不満を解消するために、短時間でISO9001の概要を解説するものです。

参加対象者 ● 初めてISOの担当になられた方　● ISO9001の基本的な内容を知りたい方　● 新入社員の方

予定講師 越山 卓 視聴時間 1時間30分

プログラム
①ISO9001とは何か
②なぜISO9001が必要なのか
③QMSを構築するとはどういうことか

④用語の意味を分かり易く解説
⑤ISO9001を適用した身近な事例

M-30 ISO/IEC27001:2022規格改正移行説明会

コース概要

2022 年 2 月15日に ISO/IEC 27002:2022 が 発 行 され、 こ れ に伴 い 2022 年10月25日に ISO/IEC 
27001:2022 が発行されました。この規格の発行に伴い、本規格の移行審査における要求事項（MD26）も発
行されました。
本コースでは、ISO/IEC 27001:2022の変更点を中心にISO/IEC 27002:2022の変更概要及び当センター
の移行審査についてご説明します。

参加対象者 ● ISMS登録組織　● ISMS事務局の方

予定講師 吉岡 努
日程

2023年4月18日（火）／オンライン
2023年10月3日（火）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:00

プログラム

･ISO/IEC27001:2022及びISO/IEC27002:2022の
変更概要及びJIS化の動きについて

･ISO/IEC27001:2022 規格要求事項の変更点について
･ISO/IEC27001:2022 管理策の変更点について
･日科技連　ISO審査登録センター

ISO/IEC27001：2022の移行対応について
･総合質疑応答

M-31 QMS/EMS 認証組織のための
情報セキュリティ入門

コース概要
情報セキュリティについて、日本は海外に比べ遅れていると言われています。また日本国内でも、情報セキュリティ
のレベルに、産業間で大きな差があるようです。本講座では、情報セキュリティの必要性、考え方、手法、マネ
ジメントシステムについてわかりやすく解説します。

参加対象者 ● 情報セキュリティ初心者　● ISMS導入を検討している方

予定講師 村上 治
日程

2023年9月12日（火）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム ①情報セキュリティの必要性
②日本企業の情報管理の盲点

③情報の保護　何をすべきか
④情報セキュリティマネジメントシステム

M-32 ISO/IEC27002:2022 
情報セキュリティ管理策の解説

コース概要
ISMSの要求事項規格であるISO/IEC 27001の附属書Aの管理策は、ISMSのガイドライン規格であるISO/
IEC 27002でより詳細な記述があります。ISMSを導入している組織の担当者は、ISO/IEC 27002について
も理解しておく必要があります。本講座では、ISO/IEC 27002規格に沿ってわかりやすく解説していきます。

参加対象者 ● ISMS担当者　● ISO/IEC 27001附属書Aをより深く理解したい方

予定講師 村上 治
日程

2023年11月10日（金）／オンライン

研修時間 10:00 〜 16:00

プログラム
①情報セキュリティ管理策の構成
②組織的管理策
③人的管理策

④物理的管理策
⑤技術的管理策

※1年間視聴可能
▶聞き手に寄り添ったセミナーであったので分かり易く、聞いていて飽きなかった。
▶ISO9001の要求事項を、祭り準備を例に解説されて非常に解かりやすかったで
す。また売り手・買い手・社会貢献の三つのバランスが大事ということも再確認
できました。
▶「はじめての」の案内通り知りたいことがコンパクトにまとめられていて、後日
引き出しとしても活用できる。

※本ガイドに掲載している内容は全て無料です



35

M-36 はじめての ISO14001

コース概要

本セミナーは、ISO14001環境マネジメントシステムにはじめて触れる方の、
① ISO14001って何？ ② 何故ISO14001が必要なのか？ ③ 環境マネジメントシステム（EMS）を構築するっ
てどういうこと？ ④ ちょっと規格を読んだけど用語が分かり難くて頭が痛くなった… ⑤ ISO14001を適用した
身近な事例が知りたい！ といった疑問・不満を解消するために、短時間でISO14001の概要を解説するものです。

参加対象者 ● 初めてISOの担当になられた方　● ISO14001の基本的な内容を知りたい方　● 新入社員の方

予定講師 高橋 邦雄 視聴時間 1時間30分

プログラム
① マネジメントシステムとISO規格
② ISO14000ファミリーとISO 14001
③ 環境の課題

④ 環境マネジメントの取組み
⑤ 主な規格要求事項
⑥ 認証機関と最近の認証動向

M-37 「設計・開発」の捉え方と柔軟な運用

コース概要

ISO 9000:2015（JIS Q  9000:2015）「品質マネジメントシステム－基本及び用語」で、設計・開発の
用語が変更されたことで、設計・開発の捉え方が柔軟になりました。その一方で、ISO 9001:2015（JIS Q 
9001:2015）で“適用除外”の概念がなくなったことで、これまで製品設計を行っていなかった組織に設計・
開発を適用する場面で混乱が見られます。
本講座では、規格が求める設計・開発の意図、難解な“レビュー”、“検証”、“妥当性確認”の意味、及び製品設
計を行っていない組織での設計・開発の適用について、分かり易く解説を行います。

参加対象者 設計・開発部門担当者、生産技術部門担当者、製造部門担当者を主な対象者としますが、スタッフ部門の方も
歓迎します。

予定講師 越山 卓 視聴時間 3時間

プログラム

① 設計・開発に関連する規格の変化点
② 多様な業務に設計・開発は適用可能
③ 設計・開発の管理
④ 設計・開発の記録は煩雑か？

⑤ 変更管理の重要性
⑥ 品質（製品品質，業務品質）のほとんどは設計・開発で決まる！
⑦ 良い設計とは？
⑧ 企業不祥事（データ改ざん）と設計・開発

M-38 ～食品安全規格等の基礎知識～

60分シリーズ　キホンの「キ」！（全4回）

コース概要
「HACCP」「ISO22000」「FSSC22000」、食品関連企業では必ずと言っていいほど耳にするこの言葉。近年、
食品安全への関心がより一層高まっているなか、本コースではその成り立ちや必要性・目的などを基礎から解説
します。※当セミナーは、過去に開催されたオンラインセミナー（2021年）のアーカイブ版となっております。

参加対象者 ● 食品業界の方全般

予定講師 谷口 あゆみ　玉置 知也 視聴時間 各1時間

プログラム
キホンの「キ」！（4回シリーズ）　　③FSSC22000の「キ」!
①HACCPの「キ」!　　　　　　　  ④HACCP⇒ISO22000⇒FSSC22000　ステップアップの「キ」!
②ISO22000の「キ」!

M-39 感染症や自然災害に打ち勝つ
“ 緊急事態 ”への取り組み方

コース概要

新型コロナウイルス感染症が未だに完全終息しない中、新たなウイルス感染症の脅威も。また巨大地震や豪風雨
災害も決して非日常ではなくなってきました。企業は現状のマネジメントシステムの枠組みを超えた「緊急事態」
の備え、訓練、復旧に向けた手順の確立が、喫緊の課題となってきています。東日本大震災から10 年、マネジ
メントシステムの種別を超えた「緊急事態」への取組みの必要性、着眼点、運用プロセスを解説します。

参加対象者 ● 経営者、管理責任者、防災担当者、総務担当者

予定講師 仲川 久史 視聴時間 2時間30分

プログラム
①問われる機会が増える管理者責任
・どれだけの組織が災害により破綻しているか
・災害とマネジメントシステムを統合しているか

②備えと訓練こそ管理者責任を免れる
・審査対応マネジメントシステムからの脱却を
・マネジメントシステムを統合し緊急事態手順を柱に

M-40 リスクマネジメントの基本

コース概要

昨今、リスクマネジメントの概念が、あらゆる分野に導入されています。しかしながら、リスクマネジメントは比
較的新しい分野であるということと、これまで様々な適用分野毎に発展してきたという歴史があり、概念や用語
が分野毎に異なっており、非常に学習が難しい分野です。本コースは、それらの概念、用語を比較・整理しなが
ら、基本的なリスクマネジメントの概念と手法を解説します。また、一般的に陥りやすい「リスクマネジメントの罠」
を紹介し、有効なリスクマネジメントの進め方について解説します。

参加対象者 ● 経営層　● 経営幹部　● 管理職　● マネージャークラスの方々

予定講師 村上 治 視聴時間 4時間

プログラム

午前
① リスクとは
② リスクに関わる基本用語
③ リスクマネジメントプロセス午後

午後
④ リスクアセスメント手法
⑤ リスク対応とインシデント対応
⑥ リスクマネジメントの罠

36※本ガイドに掲載している内容は全て無料です

※1年間視聴可能
▶本セミナーは初めてEMSに携わる人を対象としているものですが、復習を兼ね
た再教育にも十分使える内容であると思います。
▶全くの初見で理解するには時間が要りそうですが、ISO14001についての概要
を簡潔にご説明頂いたので、ここから他セミナー等を活用して理解を深めていき
たいと感じました。

※1年間視聴可能
▶品質工学に関し全くの素人ですが、先生のお話しが分かりやすく、また実例に
てお話しいただけた事からすんなり入る事ができました。
▶今まで実験計画法とタグチメソッドの違いが今いちわからず、実験計画法しか
使用してきませんでしたが、2つの性質の違いがはっきり理解でき、タグチメソッ
ドの有用性にも興味が持てました。
▶タグチメソッドがどのようなものなのか、イメージを持つことができた。ただ、
実際に仕事に取り入れるには、もっと深く理解する必要がある。

※1年間視聴可能
▶緊急事態への取り組み方、マネジメントシステムとのかかわり等について分か
り易く説明していただいたので、よく理解できた。
▶災害時などの緊急事態の備えは、特に災害の経験がほとんどないような地域だ
とあまり深く考えなかったり、上辺だけの備えになってしまっている気がします。
今回の講義を聞いて、昨今のコロナ問題も含めて改めて緊急事態の対応手順を見
直す良いきっかけとなりました。

※1年間視聴可能
▶今まで曖昧だったリスクのイメージが、ISOで定義されたリスクという形で明確化
できた。
▶自身の日常業務に当てはめて想像しながら理解することが出来たため、何度も聞
き返すことなくすんなりと受講することが出来た。日常業務を別の切り口から見直す
いいきっかけになった。
▶リスクアセスメントのアプローチの方式の特徴が理解できた。

※1年間視聴可能
▶HACCPやISO22000について改めて理解することができました。



3837

グループワークあり

全8コース

2023年7月5日（水）／オンライン

30名定員

▶チームで討議できたことは理解を深めるきっかけとなり、良かった。講師の説明もわかりやすく、満足です。

▶戦略論を活用したいと思った。

▶大変有益でした。特に事例紹介は良かった。楽しく、大変勉強になった。

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

※1年間視聴可能
▶ISO9001とTQMとのレベルの違いなどが分かりました。あと、規格要求事項や
審査で見受ける問題・課題、TQMの活動の比較表がわかりやすく参考になりました。
▶TQMは聞いたことはあったが、内容はよく知らなかった。今回のセミナーで全体
像を教えて頂き、非常に参考になった。
▶品質管理にかかわってから短く、知識が少ない事もあり、大変勉強になりました。Ｑ
Ｃ検定３級の合格を目指して勉強しており、その知識が今回のセミナー理解に少し役
立ちました。

※1年間視聴可能
▶Pマークや個人情報保護法は理解していたつもりだったが、EUの情報など関連性
や必要性が理解できた。
▶個人情報保護について、昔から現代までの流れから知ることができ、大変ために
なりました。 PIMSのメリット、デメリット等、詳細に学ぶことができてよかったです。
▶手続き等、何を検討しなければいけないかが明確になった。

④ ISO/IEC 27701の内容
⑤ ISO/IEC 27701の認証制度
⑥ 今後の展望

M-41
新しい個人情報管理

（PIMS：ISO/IEC 27701）
～ GDPR、個人情報保護法と ISO マネジメントシステムの統合～

コース概要 プライバシー情報の管理における世界的な流れを受けて、ISO/IEC27701規格が発行されました。
本コースでは、ISO/IEC27701（PIMS）に基づく個人情報管理について解説いたします。

参加対象者 これからの個人情報管理の動向についてご興味のある方

予定講師 村上 治 視聴時間 4時間

プログラム
① プライバシー情報保護規制の推移
② プライバシー情報管理規格の制定
③ プライバシー情報管理の基本概念

M-42 TQM 概要解説コース

コース概要 マネジメントシステムの効果的運用に有効なTQMの概要をご説明いたします。 TQMの運用方法、改善手法、考え
等がISO 9001の一層効果的な運用に役立ちます。

参加対象者 ● 品質マネジメントシステム（ISO 9001）認証取得組織様限定　● TQMの導入や、ISO 9001の更なるパフォー
マンス向上について検討されている経営層、管理責任者、ISO推進事務局、経営企画等のご担当者

予定講師 武川 和洋 視聴時間 5時間

プログラム ①「 TQMとは」「TQMとISO 9001の相違点」
② 具体的なTQM活動（一般的な基礎項目）

③ TQMの成果項目

※本ガイドに掲載している内容は全て無料です



グループワークあり

▶ミドルマネージャとしての素養、変革の必要性、ビジネス戦略について学べました。

▶事例を交えながらの説明で、分かりやすかった。

▶グループ討議では、別業界の方々のビジネスモデルについて伺うことができ、有意義でした。

▶やはり、face to faceであれば、もっと違った内容やより深いＧＤになったのではないかな？と思いました。リモートでの良さもあると思いますので、これからは、試

行錯誤しながら遠方の方とも同じ空間・時間を共有し、意見交換をしたいと思いました。

▶内部監査を活用する方法論が具体的に示していただけました。すべては難しいですが、できるところから活用していきたいと思います。

2023年10月18日（水）／オンライン

30名定員

2023年12月15日（金）／オンライン

個人ワークあり

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

2023年8月4日（金）／オンライン

SDGsに寄与する
マネジメントシステムの運用

2024年3月7日（木）～8日（金）／オンライン

個人ワークあり

▶漠然と実行したMS運用に、変化をもたらせそうな気がした。

▶KPIの奥深さを知った。

▶目標設定、運用における曖昧な点がクリアになり、非常に良かった。

▶講師の先生が思っていた以上に私たちに歩み寄った立ち位置でセミナーを展開してくれたので、難しい用語や内容を自分たちの社業に置き換えて考えることが出来たのが

有難かったです。

▶はじめての用語ばかりでしたが、SDGsゴール設定プロセスがよく理解できました。

▶ステークホルダーの期待を考慮すべきこと。ステークホルダー・社内・経営の理解を得るにはISO26000の中核主題(普遍的な理念）を考慮すべきことが分かりました。

グループワークあり
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SDGs入門編：
SDGsの概要を学ぶ

企業が社会的責任を果たし、成長するには、SDGs（持続可能な開発目標）の取組みが必須の要件となっています。
このことは、企業の規模や業種に関係なく取組む必要があります。そのためには、SDGsを正しく理解する必要があ
ります。本セミナーでは、SDGsの入門編と位置付けて、SDGsが国連で採択された背景やその概要、我が国におけ
るSDGsの取組みの現状や課題について解説します。

① SDGsとは？（国連で採択された背景）
② SDGsの概要

③ 我が国の現状と課題
④ 企業が取組まなければならないこと（ISO MSと関連付けて）

● 全般

2023年4月14日（金）／オンライン

2023年11月17日（金）／オンライン

個人ワークあり

▶SDGsの概要と企業として取組む手順は理解できたように思います。

▶SDGsに関して疑問に感じていたことや、良く理解できていなかった部分を今回の講義により理解することができました。

▶なんとなく知っていた分析の切り口ややり方を丁寧に教えていただき理解でき、業務にも活用するイメージがわきました。

▶全て戦略立案に活用しているフレームワークだったが、現在の職務では「教える」ことも必要とされるため、先生のご説明が大変役に立った。
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A-8 持続可能な調達に必要なマネジメント
－ ISO20400 に基づく－

コース概要

昨今、企業は、ESGやSDGsの取組みに伴い、TCFDやプラスチック循環資源促進法、サプライチェーンにお
ける人権尊重ガイドラインなどの環境及び社会に関する様々な諸制度・規制・ガイドラインへの対応が求められ
ています。これらの取組みを推進するにあたって、バリューチェーン/サプライチェーンを網羅したマネジメントが
重要です。とりわけ、調達の機能における環境及び社会面の負のインパクトやリスクが大きいことから、如何に
して持続可能な調達を実現させることについて考えなければなりません。そこで、本セミナーでは、持続可能な
調達の指針であるISO 20400に基づいて、持続可能な調達のあり方やマネジメントシステムのデザインについ
て解説します。

参加対象者 ● 管理責任者　● 事務局、ESG（SDGs）推進担当者　● 調達（購買）担当者

予定講師 近藤 明人
日程

2024年1月12日（金）／オンライン

研修時間 10:00 〜16:00 

プログラム
① SDGs時代における持続可能な調達のあり方
② ISO 20400の概要

③  持続可能な調達マネジメントにおけるリスクアセ
スメント

④ 持続可能な調達マネジメントシステムのデザイン

3 ※半日コースに変更
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J-Club講演会

J-Club講演会
コース概要 時宜を得た基調講演を企画予定です。

参加対象者 ● 管理責任者クラスの方　● ISO推進事務職の方　● 内部監査員の方

日程 未定

研修時間 未定

プログラム 詳細につきましては後日ご案内いたします。

新入社員研修

新入社員2日間研修
～社会のルールとビジネスマナー、マネジメントシステムの基本を学ぶ～

運営協力：株式会社インソース

コース概要 社会人としての基本ビジネスマナーを習得していただきます。

参加対象者 新入社員（2023年新卒者のみ）

予定講師 株式会社インソース専門インストラクター

日程 2023年4月6日（木）〜7日（金）／オンライン

研修時間 1日目 10:00 〜 17:00　2日目 9:00 〜 17:00

プログラム

【1日目】
〜社会のルール〜
・社会人としての考え方
・社会人としてのルールの遵守
〜ビジネスマナー〜
・社会人としての基本動作
・言葉遣い・敬語

【2日目】
〜ビジネスマナー〜
・電話応対
・来客応対・訪問時のマナー
・チームに貢献する仕事の進め方
・報告演習

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

グループワークあり

※本ガイドに掲載している内容は全て無料です

全15コース

申込必須S-1

S-2

S-3

J-select4月パック／J-select7月パック／J-select10月パック／J-select1月パック　※月初～月末まで視聴可能

J-select4月パック／J-select7月パック／J-select10月パック／J-select1月パック　※月初～月末まで視聴可能

J-select4月パック／J-select7月パック／J-select10月パック／J-select1月パック　※月初～月末まで視聴可能

申込必須

申込必須

視聴時間

視聴時間

視聴時間
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S-8

S-11

S-9

S-10

J-select5月パック／J-select8月パック／J-select11月パック／J-select2月パック　※月初～月末まで視聴可能

J-select5月パック／J-select8月パック／J-select11月パック／J-select2月パック　※月初～月末まで視聴可能

J-select5月パック／J-select8月パック／J-select11月パック／J-select2月パック　※月初～月末まで視聴可能

J-select6月パック／J-select9月パック／J-select12月パック／J-select3月パック　※月初～月末まで視聴可能

申込必須

申込必須

申込必須

申込必須

視聴時間

視聴時間

視聴時間

視聴時間

S-4

日常管理の基本

I. 日常管理とは　II. 日常管理の進め方　III. 日常管理と方針管理　IV. 日常管理の推進

S-5

S-6

S-7

J-select4月パック／J-select7月パック／J-select10月パック／J-select1月パック　※月初～月末まで視聴可能

J-select4月パック／J-select7月パック／J-select10月パック／J-select1月パック　※月初～月末まで視聴可能

J-select5月パック／J-select8月パック／J-select11月パック／J-select2月パック　※月初～月末まで視聴可能

J-select5月パック／J-select8月パック／J-select11月パック／J-select2月パック　※月初～月末まで視聴可能

申込必須

申込必須

申込必須

申込必須申込必須

視聴時間

視聴時間

視聴時間

視聴時間



4847

S-13

S-15

S-12

S-14

J-select6月パック／J-select9月パック／J-select12月パック／J-select3月パック　※月初～月末まで視聴可能

J-select6月パック／J-select9月パック／J-select12月パック／J-select3月パック　※月初～月末まで視聴可能

J-select6月パック／J-select9月パック／J-select12月パック／J-select3月パック　※月初～月末まで視聴可能

J-select6月パック／J-select9月パック／J-select12月パック／J-select3月パック　※月初～月末まで視聴可能

申込必須

申込必須

申込必須

申込必須

視聴時間

視聴時間

視聴時間

視聴時間
「SDGs診断」に関するお問い合わせは、下記宛てお願いいたします。
日科技連　ISO審査登録センター「普及支援課」
TEL：03-5990-5879
E-Mail：iso-center@juse.or.jp

SDGs診断

国連から提唱された「SDGs（持続可能な開発目標）」について、現在組織の皆様が取り組まれ
ているSDGsへの取組度合いや、活動状況について、組織自らの判断に限らず、客観的に確認し、
SDGsに対する組織の取組の程度を可視化するために、「SDGs診断」を開始いたします。

診断の概要

1�下記ガイドラインを参照しながら、日科技連独自の調査項目に細分化し、チェックリストを用いて、国際的な
　　取り決めに対してどのように対応しているかを診断します。
　1）　国連グローバルコンパクトの10原則
　2）　JIS�Z�26000:2012（ISO�26000:2010）
　3）　TCFDの原則
　4）　IIRCのフレームワーク
　5）　GRIスタンダード

2�診断員は、「学識経験者」及び「企業のESG推進者」の2名体制で実施します。

3�診断に要する日数は原則として1日です。

4�診断結果は「診断結果報告書」として、「共通項目」と「各目標毎」に診断点数とコメントを記載して発行いた
　　します。

診断対象組織

1�自社のSDGsへの取り組み状況について現状を把握したい組織

2�自社のマネジメントシステムを有効活用して、SDGsに取り組みたいとお考えの組織

3�SDGsの活動を通して、自社のマネジメントシステムの有効性向上を図りたい組織

診断費用

費用については下記まで直接お問い合わせください。

SDGsに取り組む組織様へ

※本ガイドに掲載している内容は全て無料です
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SDGsに関する無料セミナー

SDGsに寄与する
マネジメントシステムの運用

2024年3月7日（木）～8日（金）／オンライン

個人ワークあり

▶講師の先生が思っていた以上に私たちに歩み寄った立ち位置でセミナーを展開してくれたので、難しい用語や内容を自分たちの社業に置き換えて考えることが出来たのが

有難かったです。

▶はじめての用語ばかりでしたが、SDGsゴール設定プロセスがよく理解できました。

▶ステークホルダーの期待を考慮すべきこと。ステークホルダー・社内・経営の理解を得るにはISO26000の中核主題(普遍的な理念）を考慮すべきことが分かりました。

SDGs入門編：
SDGsの概要を学ぶ

企業が社会的責任を果たし、成長するには、SDGs（持続可能な開発目標）の取組みが必須の要件となっています。
このことは、企業の規模や業種に関係なく取組む必要があります。そのためには、SDGsを正しく理解する必要があ
ります。本セミナーでは、SDGsの入門編と位置付けて、SDGsが国連で採択された背景やその概要、我が国におけ
るSDGsの取組みの現状や課題について解説します。

① SDGsとは？（国連で採択された背景）
② SDGsの概要

③ 我が国の現状と課題
④ 企業が取組まなければならないこと（ISO MSと関連付けて）

● 全般

2023年4月14日（金）／オンライン

▶SDGsの概要と企業として取組む手順は理解できたように思います。

▶SDGsに関して疑問に感じていたことや、良く理解できていなかった部分を今回の講義により理解することができました。

▶講義内容で負の人材マネジメントスタイルについて、興味深く受けました。人材に対する負の連鎖を改めて目標を改革したい。
▶人材への投資の重要性と背景が良く理解できた。
▶内容的には工場長や役員クラスの方が聞く内容と思いました。自分の職場に置き換えて改善できる事も有りました。

A-8 持続可能な調達に必要なマネジメント
－ ISO20400 に基づく－

コース概要

昨今、企業は、ESGやSDGsの取組みに伴い、TCFDやプラスチック循環資源促進法、サプライチェーンにお
ける人権尊重ガイドラインなどの環境及び社会に関する様々な諸制度・規制・ガイドラインへの対応が求められ
ています。これらの取組みを推進するにあたって、バリューチェーン/サプライチェーンを網羅したマネジメントが
重要です。とりわけ、調達の機能における環境及び社会面の負のインパクトやリスクが大きいことから、如何に
して持続可能な調達を実現させることについて考えなければなりません。そこで、本セミナーでは、持続可能な
調達の指針であるISO 20400に基づいて、持続可能な調達のあり方やマネジメントシステムのデザインについ
て解説します。

参加対象者 ● 管理責任者　● 事務局、ESG（SDGs）推進担当者　● 調達（購買）担当者

予定講師 近藤 明人
日程

2024年1月12日（金）／オンライン

研修時間 10:00 〜16:00 

プログラム
① SDGs時代における持続可能な調達のあり方
② ISO 20400の概要

③  持続可能な調達マネジメントにおけるリスクアセ
スメント

④ 持続可能な調達マネジメントシステムのデザイン

M-23 SDGs、ISO 30414、健康経営の実効力向上に
求められる、人的マネジメントのあり方と実務

コース概要
SDGsやISO 30414、健康経営において求められる人的マネジメントのあり方は、各企業の取り組みや姿勢に
任される部分が大きくなっています。DX化が難しいとされる、人的マネジメントとその開示や取組みについて、
米国での会社経営と海外IRを経験した経営企画・人事部門出身の講師が考え方と実務を解説します。

参加対象者 ●経営層　●人事担当者　●管理職　●マネージャークラスの方々

予定講師 三浦 才幸
日程

2023年12月13日（水）／オンライン

研修時間 13:00 〜 16:00

プログラム
①人的マネジメントの世界的潮流
②SDGs、ESG、ISO、健康経営等のテーマについて、

それぞれに求められる対応基準の考察

③基準に対する客観的測定の在り方
④企業として対処が求められる人的マネジメントの実

務

※本ガイドに掲載している内容は全て無料です

※半日コースに変更3
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「聞き出す力（インタビュースキル）」養成基礎講座
～内部監査の面談を想定した実践ロールプレイ～

内部監査においては、監査員のアプローチの仕方次第でインタビュー結果の良し悪しが決まってしまうことも
多々あります。本コースでは、インタビューに関連するカウンセリング専門技法と、内部監査の面談を想定した
ロールプレイを体感し、内部監査における良好なコミュニケーションの方法を学びます。

グループワークあり

2023年5月31日（水）／オンライン

10：00 ～16：00 最大定員15名

浅川 浩

定員

● 内部監査員　● ISO推進事務局等、内部監査に関わる方

① 内部監査コミュニケーションについて
② 人に与える「印象」について知る

③ 「聞き出す力」を学ぶ
④ 内部監査の面談を想定したロールプレイ演習

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

▶ロールプレイングでは個人的な改善点を示して頂けて今後の業務、プライベートのコミュニケーションにも役立てていけそうです。

53

▶傾聴の具体的な手法の説明が、ロールプレイによる実践により、イメージがわきやすかった。
▶セミナーに参加してただ講義だけでなく実際にグループワークでいろいろな方のお話を聞けてすごくためになった。

▶自己認識の重要さや、自己開示することによって次のコミュニケーションに繋がるなど良い経験をさせていただきました。
▶分かりやすい資料を事前にいただいており、当日はそれに沿ってお話をしていただけたので非常にセミナーの内容が伝わりやすかったです。

「傾聴力（アクティブリスニングスキル）」養成基礎講座
～傾聴による関係の構築と基本技法の理解～

今や傾聴は職場内コミュニケーションにおいても必須のスキルです。しかし実際には、相手の話を最後迄聞かず、
本心を理解しないままに解釈して問題を解決しようとしたり、評価的、高圧的な態度で関係を壊してしまったな
どという経験をされた方もいるかと思います。本コースでは、心理学やカウンセリングの専門技法等も参考に「傾
聴力」を学び、あらゆるビジネスシーンで活用出来るようになることを目指します。

2023年7月26日（水）／オンライン

10：00 ～16：00 最大定員15名

浅川 浩

定員

● ビジネス分野の方全般

① 傾聴とは何か
② カウンセリングにおける傾聴技法

③ 対応が困難な部下へのアプローチ方法
④ 傾聴技法等を活用したロールプレイ実習

コミュニケーションスキルの中において非常に重要な部分を占めるのがプレゼンスキルです。ビジネスシーンでは、
1対１の面談、会議での発表、また非常に多くの聴衆を前に話をすることなど、様々なシーンがあります。本コー
スでは、プレゼン時に誰もが必ず行う「自己紹介」を題材にした演習を通して、自己理解を深め、プレゼンのス
キルアップを目指します。

2023年6月28日（水）／オンライン

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

10：00 ～16：00 最大定員8名

浅川 浩

定員

● ビジネス分野の方全般

① プレゼンテーションの定義
② ３つの視点を知る（自己・聞き手・場面）
③ 自己紹介プレゼンの実践ポイント

④ プレゼンを成功に導くフィジカルスキル
⑤ 自己紹介プレゼンの実践と講評

「伝達力（プレゼンスキル）」養成基礎講座
～プレゼンの 3 つの視点と自己紹介を題材にした実践演習～ グループワークあり

グループワークあり
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「自己表現力（アサーションスキル）」養成基礎講座
～アサーティブなビジネスコミュニケーションの理解と実践～

アサーションは「適切な自己表現」と訳されるコミュニケーションの方法の一つです。組織内においては役職
やしがらみが影響し、意見を主張できなかったり、反対に攻撃的になってしまうことがあります。本コースでは「ア
サーション」の基本知識や手法を学び、実践演習を行うことにより、アサーティブなコミュニケーションを職場
内で活用出来るようになることを目指します。

2023年9月13日（水）／オンライン

10：00 ～16：00 最大定員15名

浅川 浩

定員

● ビジネス分野の方全般

① アサーションとは
② アサーションのタイプ

③ アサーティブな表現方法
④ DESC法を用いたアサーティブな表現

⑤ DESC法を活用したロールプレイ実習

グループワークあり

グループワークあり
「セカンドキャリアデザイン」対策講座
～人生100年時代における後半戦のキャリアデザイン～

人生100年時代の今、これからの長い将来について深く考えなくてはならないとは思いながらも、先延ばしに
したり、整理できないという方も数多くおられます。本コースは、厚生労働省で開発されたキャリア技法や、
有名なキャリア理論に基づいて作成したセカンドキャリアデザインツールをご紹介し、実際に体感していただく
ことにより、新たな気付きや今後のキャリアを明確にする一助になることを目指します。

2023年10月11日（水）／オンライン

10：00 ～16：00 最大定員15名

浅川 浩

定員

● ビジネス分野の方全般（特に中高年のセカンドキャリアを検討したい方を推奨）

① 自己理解：入社から現在に至るキャリアについて
② 未来の自分を知る① ：ライフキャリアレインボー
③ 人生100年時代の環境を理解する

④ 未来の自分を知る② ：今後のライフプランニング
⑤ 未来の自分を知る③ ：タイムマシンで未来を知る

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

▶アサーティブな表現方法やDESC法を理解できWorkやロープレで実演できたので非常に良かったと思います。
▶講義で教えていただいた内容を、演習の会話に取り入れてやってみることが難しいと思いました。日常の中で地道に訓練を続けていきたいと思います。

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

▶自分の過去から未来をじっくり俯瞰する、良い機会をいただきありがとうございました。年を重ねていく中でこれから何が必要か、何を大切にしたいのか、キャリアだ
けではなく経済的なプランの見直しなど、大変勉強になりました。
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「セルフマネジメント」対策講座
～確実な成果を上げるために必要なこと～H-6
「セルフマネジメント」とは、個人や組織の目標に対して、成果を上げるために必要となる要素を、自らマネジメ
ントすることと定義します。本講座では、自己のスタイルや心のしくみ、また目標に対して確実な成果を上げる
ための具体的な手法等を学び、実際に今後に活用できるようになることを目指します。

2023年11月15日（水）／オンライン

10：00 ～16：00 最大定員15名

浅川 浩

定員

● ビジネス分野の方全般

① セルフマネジメントとは
② 自己のスタイルを知る

③ 自己の心のしくみを知る
④ ビジョン達成のための具体的手法

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

「アンガーマネジメント」養成基礎講座
～心理学や心理療法等から学ぶ怒りのコントロール法～H-7
「アンガーマネジメント」は、「怒り」の感情を適切に自己管理し、コントロールすることと定義され、一般的に
は1970年代にアメリカで始まった心理教育や心理トレーニングのことを指します。本コースでは、ご自身が過
去に経験された強い怒りの感情を伴ったエピソードをピックアップしていただき、各種ワークショップを通して
自分の感情や価値観等にも向き合いながら「怒り」という感情の特性やメカニズムを確認していきます。そして
心理学や各種心理療法等の怒りのコントロール法を学び、ビジネスや日常において活用ができるようになること
を目指します。

2024年2月14日（水）／オンライン

10：00 ～16：00 最大定員15名

浅川 浩

定員

● ビジネス分野の方全般

① アンガーマネジメントとEQについて
② 感情と怒りのメカニズム

③ 怒りと認知との関係性
④ 怒りのコントロール法

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

▶タスク管理は日々業務で実施していましたが、時間管理、目標管理で教わった「視覚化する」という事は物事を継続したり、目的に向け目標を達成するために、大変効
果があると思いました。また、最後のバケットリストは些細な事しか書けませんでしたが、少しだけ将来が楽しみになりました。 やりたいことに向け、小さな目標を達成
していこうと思います。

グループワークあり

グループワークあり
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「フォローする力（フォロワーシップ）」養成基礎講座
～フォロワーシップスタイル診断＆エクササイズ～H-8
組織においては、必ずリーダーとフォロワーが存在します。「リーダーシップ」はよく使われますが、「フォロワー
シップ」は聞き慣れない方がいるかもしれません。しかし本来は圧倒的な数であるフォロワーが力を発揮するこ
とにより、リーダーも活かされ、組織は活性化していきます。本コースでは、自己診断や情報カードを用いたユニー
クなエクササイズ等を通して、リーダーシップとフォロワーシップについて改めて一緒に考え、実践で活かすこ
とを目指します。

2024年3月13日（水）／オンライン

10：00 ～16：00 最大定員15名

浅川 浩

定員

● ビジネス分野の方全般方全般

① リーダーシップとフォロワーシップ
② TEDからフォロワーシップを考える

③ フォロワーシップスタイル診断 
④ フォロワーシップエクササイズ

※グループワーク・発表があるためビデオオンでの参加が必須となります。

グループワークあり

▶フォロワーシップという概念を1日かけて学んだことは、自分の新たな知識になりました。 自分のフォロワーシップのタイプも想定通りだったことが可視化できたのは意
味があると思いました。
▶講師の方がテキストを読み上げることに終始することも多い中、ワークも長すぎず短すぎず挟まっており、テンポよく受講することができました。

※本ガイドに掲載している内容は全て無料です
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よくあるご質問

オンラインセミナー受講の場合、1つの端末
から複数人で視聴することは可能ですか？
…………………………………………………………………

１つの端末で複数人同時視聴の可否は、セミナーにより

異なります。

グループワーク、個人演習のあるセミナーは基本お一人

につき1端末でのご受講となります。

上記該当セミナーはセミナーガイドの右上、またHPの各

セミナーの欄に【グループワークあり】等の表記があり

ますので、ご確認ください。

その他のセミナーはプロジェクターでの投影等、複数人で

のご受講が可能です。

Zoomを使った事がありませんが、
受講は簡単にできますか？
…………………………………………………………………
初めてZoomをご利用の方でも、気軽にご受講可能です。
パソコンからのご受講の場合、「Zoom」のアプリケーショ
ンを事前にPCへインストールをした方がスムーズに受講
ができます。
運営側から開催1週間前にZoom招待メールをお送りしま
すので、その際に接続テストのURLにアクセスして音声・
画面に問題がないか確認をしていただきます。
【Zoom接続確認テスト】
https://zoom.us/test より接続テストを実施してくだ
さい。

何名まで申込ができますか？
…………………………………………………………………

一部の定員のあるセミナーは除き、人数制限はありま

せん。

※認証対象範囲内の方々に限定しています。

アーカイブセミナー視聴の際、社内でオンラ
インツールを使用した視聴は可能ですか？
…………………………………………………………………

可能です。各会社に合ったオンラインツールをご使用い

ただき、ご活用いただければ幸いです。

M-8 内部監査員養成コースを受講したら内部
監査員として認定されますか？
…………………………………………………………………
M-8内部監査員養成コースは、内部監査員の認定セミ
ナーではございません。「内部監査員」の認定は、各組
織様で定められている規定やルールによります。 
例えば「本コース受講済の従業員を内部監査員として認
定する」と【自社の内部監査規定】に規定されている組
織様もいらっしゃいます。

オンラインで開催予定の「M-8内部監査員養成コース」をプロジェクターに投影して複数人で
視聴したいのですが、全員分の受講証明書を発行してもらえますか？
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
オンライン開催の場合は、1端末につき1名参加が必須となります。 1端末=1名=受講証明書発行となりますのでご了
承ください。
※アーカイブセミナーの場合は、人数制限はございません。※受講証明書の発行はオンライン、または受講証明書付アーカ
　イブ（決められた日時にアーカイブを視聴）のみとなり、J-Clubアーカイブでの受講証明書の発行はありません。

アーカイブセミナー受講の場合、
プロジェクターを通して複数人で
受講する事は可能ですか？
…………………………………………………………………
可能です。お好きな人数でご視聴ください。
人数把握の為、アンケートの「受講人数」欄に視聴され
た人数の記載をお願いします。

事例検索サービス（J-ナレッジ）2023年版の【ログインID・PW】は、

2023年4月1日よりJ-Clubサイトに掲載させていただきます。

https://www.juse.jp/j-club/knowledge/

J-ナレッジ（検索サービス）の申込方法

J-ナレッジは動画配信ではなく、PDFデータでのご提供となります。

J-ナレッジ

51

J-ナレッジとは
日科技連では毎年多くのフォーラム、シンポジウム、大会を開催しており、数多くの事例発表がされております。

「J-ナレッジ」は、各イベントで発表された貴重な事例を検索できる新サービスです。

ISO審査登録センター　登録組織様へ無料で提供いたします。

「工程改善」、「コストダウン」、「人材育成」、「ISOの運用」、「QCサークル」等々、様々なキーワードで検索して、

お目当ての事例を閲覧いただけます。

下記URLよりログインしてください。

https://www.juse.jp/j-club/knowledge/

J-Clubサイトに掲載の【ログインID・PW】にてログインください。
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日科技連ISO審査登録センターのオペレーションサービスについて

　当センターでは、1組織1担当制として、認証組織様1組織につき1名の専属担当者（登録業務課）での

体制で、認証組織の窓口担当者様と、日々のコミュニケーションを図りながら、組織様に寄り添った対応を

させていただいております。

　例：１．審査における提出資料のご案内及び受領窓口

　　　２．審査スケジュールのご相談窓口

　　　３．ISOに関する日常的なご相談窓口

　　　４．審査における疑問点の問い合わせ窓口

　　　５．見積書、請求書送付窓口

　　　６．登録マーク使用申請窓口

　　　７．マネジメントシステムの変更に関するご相談窓口

　　　８．最終報告書、登録証送付窓口

　各組織の窓口担当者様は、審査における疑問点や不安点がありました際には、当センターの担当者へ直接

ご連絡いただくことにより、スムーズな問題解決に繋がるよう日々努めております。

　これは他の認証機関ではあまり類を見ないオペレーションサービスです。

　当センターの担当者は、スムーズに認証組織様が審査を受けていただけるよう、今後も鋭意努力して参り

ますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

セミナー担当講師紹介（敬称略） 

J-Club マネジメント
●越山 卓
日科技連ISO審査登録センター
元 品質・環境審査室長

【担 当】
・ISO 9001（QMS）概要解説コース
・品質工学（タグチメソッド）概要解説コース
・はじめてのISO9001
・「設計・開発」の捉え方と柔軟な運用
…………………………………………………………………
●高橋 邦雄
日科技連ISO審査登録センター
元 労働安全衛生審査室 室長
元 道路交通安全審査室 室長

【担 当】
・ISO14001（EMS）概要解説コース
・はじめてのISO14001
…………………………………………………………………
●木村 歳修
JRCA登録 ISMS主任審査員
QMS主任審査員

【担 当】
・ISO/IEC 27001（ISMS）概要解説コース
…………………………………………………………………
●島袋 千恵子
日科技連ISO審査登録センター
食品審査室

【担 当】
・FSMS ISO22000・FSSC22000概要解説コース
…………………………………………………………………
●福丸 典芳
福丸マネジメントテクノ 代表

【担 当】
・経営管理とMS規格（箇条4：組織の状況）の本質
…………………………………………………………………
●横沢 俊一
日科技連ISO審査登録センター
審査技術開発室 室長

【担 当】
・わかりやすいプロセスアプローチ基礎解説コース
・プロセス・マップの作成基礎コース
・内部監査員養成コース（マネジメントシステム共通）
・有効な是正処置　具体事例をもとに考える
…………………………………………………………………
●丸山 昇
JRCA登録 QMS主任審査員
JRCA登録 EMS主任審査員

【担 当】
・効果的な是正処置方法とヒューマンエラー対策コース
・TQM視点でマネジメントシステム強化と内部監査コース
…………………………………………………………………
●今野 勤
神戸学院大学経営学部 教授

【担 当】
・新QC七つ道具　概要解説コース
…………………………………………………………………
●国府 保周
JRCA登録 QMS主任審査員、EMS審査員補、RTSMS
主任審査員

【担 当】
・実のあるマネジメントシステム活動とするために
・「リスク及び機会」の正しい捉え方と
　「技術の伝承」の考え方
・内部監査報告書の書き方と調べ方［ISO 9001］
・マネジメントシステム スリム化セミナー
　〜複数要素のシステム融合を通じて〜
…………………………………………………………………
●福島 伸
人事・人材開発、組織開発コンサルタント

【担 当】
・チームメンバーからチームリーダーへ
　（3 〜 5年目社員研修）
・1on1ミーティングの進め方
・シニア人材活性化のためのマネジメント
…………………………………………………………………
●山本 昌幸
特定社会保険労務士、行政書士

【担 当】
・小学生でも評価できる、
　1日で完成するカンタンすぎる人事評価制度セミナー
…………………………………………………………………
●岩松 正治
AGC株式会社

【担 当】
・失敗学入門編
…………………………………………………………………
●野木 禎生
ヤマハ発動機株式会社

【担 当】
・失敗学入門編
…………………………………………………………………

●三浦 才幸
株式会社DWAYS 代表取締役

【担 当】
・SDGs、ISO 30414、健康経営の実効力向上に求めら

れる、人的マネジメントのあり方と実務
…………………………………………………………………
●渡辺 昭嘉
日科技連ISO審査登録センター
食品安全審査室 室長

【担 当】
・〜現場で使えるFSMSを目指して〜
　実務に取り込むISO 22000：2018
・必修！基礎から学ぶ食品衛生①
・必修！基礎から学ぶ食品衛生②
…………………………………………………………………
●玉置 和也
日科技連ISO審査登録センター
食品審査室

【担 当】
・HACCPの基礎知識
・〜食品安全規格等の基礎知識〜 60分シリーズ  キホンの「キ」！
…………………………………………………………………
●谷口 あゆみ
日科技連ISO審査登録センター
食品審査室

【担 当】
・コンプライアンス担当が見た食品売り場
　（食品表示、栄養表示、優良誤認など）
・〜食品安全規格等の基礎知識〜 60分シリーズ  キホンの「キ」！
…………………………………………………………………
●村上 治
日科技連ISO審査登録センター
情報セキュリティ審査室

【担 当】
・BCPの基本
・QMS/EMS認証組織のための情報セキュリティ入門
・ISO/IEC27002:2022　情報セキュリティ管理策の解説
・リスクマネジメントの基本
・新しい個人情報管理
…………………………………………………………………
●吉岡 努
日科技連ISO審査登録センター
情報セキュリティ審査室

【担 当】
・ISO/IEC27001:2022規格改正移行説明会 
・プライバシー情報マネジメントシステム（ISMS－PIMS）について
…………………………………………………………………
●吉田 哲也
日科技連ISO審査登録センター
情報セキュリティ審査室

【担 当】
・ISMSクラウドセキュリティ（ISMS-CS）概要解説コース
…………………………………………………………………
●仲川 久史
日科技連ISO審査登録センター
元 品質・環境審査室 室長

【担 当】
・感染症や自然災害に打ち勝つ"緊急事態"への取り組み方
…………………………………………………………………
●武川 和洋
JRCA登録 QMS主任審査員

【担 当】
・TQM概要解説コース

J-Club アカデミア
●神田 良
明治学院大学経済学部 名誉教授

【担 当】
・戦略型リーダーになるための経営戦略論
・ミドルのための企業変革マネジメント
…………………………………………………………………
●近藤 明人
麗澤大学経済学部 教授

【担 当】
・経営に役立つ内部監査
・マネジメントシステム運用に有効な
　KPIの設定とその管理
・SDGsに寄与するマネジメントシステムの運用
・SDGs入門編：SDGsの概要を学ぶ
・経営における環境分析とビジネスモデルの設計
・持続可能な調達に必要なマネジメント －ISO20400

に基づく－
…………………………………………………………………

J-select
●加藤 洋一

（一財）日本科学技術連盟 嘱託

【担 当】
・はじめての品質管理
・よくわかる品質保証
…………………………………………………………………
●岡田 高美

（一財）日本科学技術連盟 嘱託

【担 当】
・はじめてのQCサークル推進者
・はじめての小集団改善活動（QCサークル活動）
…………………………………………………………………
●恵畑 聡

（一財）日本科学技術連盟 嘱託

【担 当】
・問題解決の基本
・やさしいQC手法（N7）
・標準化と品質管理
・標準化の基本
…………………………………………………………………
●伊藤 和憲
専修大学 教授

【担 当】
・コストマネジメントの基本
…………………………………………………………………
●村川 賢司
村川技術士事務所代表

【担 当】
・日常管理の基本
・方針管理の基本
…………………………………………………………………
●石川 朋雄
企画システムコンサルティング代表取締役

【担 当】
・商品企画七つ道具の基礎
・はじめての発想法
…………………………………………………………………
●渡辺 顕
日本ヒューマンファクター研究所

【担 当】
・品質とヒューマンファクター
…………………………………………………………………
●鈴木 和幸
電気通信大学
大学院 名誉教授 ・ 特任教授
情報理工学 研究科 情報学専攻

【担 当】
・未然防止の基本

J-Hiroba
●浅川 浩
株式会社トータルバランスマネジメント　代表　
公認心理師　1級キャリアコンサルティング技能士
産業カウンセラー　REBT心理士　中小企業診断士
公認内部監査人（CIA） 等

【担 当】
・「聞き出す力（インタビュースキル）」養成基礎講座

〜内部監査の面談を想定した実践ロールプレイ〜
・「伝達力（プレゼンスキル）」養成基礎講座

〜プレゼンの3つの視点と自己紹介を題材にした実践演
習〜

・「傾聴力（アクティブリスニングスキル）」養成基礎講座
〜傾聴による関係の構築と基本技法の理解〜

・「自己表現力（アサーションスキル）」養成基礎講座
〜アサーティブなビジネスコミュニケーションの理解
と実践〜

・「セカンドキャリアデザイン」対策講座
〜人生100年時代における後半戦のキャリアデザイン〜

・「セルフマネジメント」対策講座
〜確実な成果を上げるために必要なこと〜

・「アンガーマネジメント」養成基礎講座
〜心理学や心理療法等から学ぶ怒りのコントロール法〜

・「フォローする力（フォロワーシップ）」養成基礎講座
〜フォロワーシップスタイル診断＆エクササイズ〜

…………………………………………………………………
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