
お振込先

みずほ銀行 仙台支店(店番号：723） 普4326931 セミナーコード：25781
口座名義：株式会社S．Yワークス (注：SとYの間に「・」ではなく「．」ピリオドが入ります）

※尚、お振込み手数料はお客様負担とさせていただきます。

セミナー申込み後のキャンセルのお申し出がある場合、開催日の14営業日前以降の
ご連絡は、ご参加費用の100％をキャンセル料として申し受けますので予めご了承下さい。
尚、規定人数に達しない場合は開催を中止することがございます。万一、中止となる場合に
は開催日から14営業日前までにご連絡いたします。

ご参加
費用

会場

※同封の会場案内用紙をご参照下さい。

お問合せ 〒980-0811 仙台市青葉区一番町1丁目２－２５ 仙台ＮＳビル８Ｆ

TEL ： 022-722-2007 / FAX ： 022-722-1770

ＨＰアドレス http://www.sｙｗ.jp/ 検索SYW

株式会社 Ｓ・Ｙワークス 担当 ： 工藤

お申込みから
セミナー当日までの流れ

１．同封のＦＡＸにて申込書を
お送り下さい。

※弊社ホームページからも
お申込が可能です。

２．弊社担当スタッフより
折り返しご連絡いたします。

料金のお振込方法等
ご連絡いたします。

３．ご入金完了（正式申込）

ご入金がお済みになり次第、
正式なお申込みとなります。

４．セミナー当日

申込書、もしくは申込み受付け
メールのコピーをご持参下さい。

■ご参加に際する注意事項■

・本セミナーは人数制限を設けさせて頂いております。定員となり次第締め切りとなりますので、予めご了承下さい。

・定刻での開始を予定をしております。ご協力をお願い申し上げます。

・携帯電話の電源はお切りいただくか、マナーモードに設定してください。講演中、他のお客様のご迷惑となる場合、

ご退出いただく可能性もございます。

【開催概要】

【第１回】 学士会館

【第２回】 TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター

【第３回】 東京国際フォーラム

テーマ 日時/講座時間/会場

【第１回】
一丸となって成果を出す
強いチームのつくり方

日時：8月9日(木)14:00～18:00 (13:45受付)
会場：学士会館

【第２回】
モチベーションを高く維持し
行動し続けるためのチーム運営

日時：9月14日(金)14:00～18:00 (13:45受付)
会場：TKP東京駅

セントラルカンファレンスセンター

【第３回】
強いチームをつくる
リーダーシップ論

日時：11月14日(水)14:00～18:00 (13:45受付)
会場：東京国際フォーラム

働きやすい環境づくり・園品質upは良いマネジメント無しには成り立たない！

あなたの園運営をもう一度見直してみませんか？

■住所：〒９８０-０８１１ 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目２ー２５ 仙台NSビル８F
■ＴＥＬ:０２２ー７２２ー２００７（平日9:00～17:30）／ＦＡＸ:０２２ー７２２ー１７７０ ■担当：工藤(くどう)
■URL：http://www.syw.jp

株式会社 Ｓ・Ｙワークス 検索SYWお
問
合
わ
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リーダー・管理職必聴！

３つの要素を押さえれば

チームが生まれ変わる！

～ ～
チ ー ム ビ ル デ ィ ン グ
セ ミ ナ ー ＆ ワ ー ク シ ョ ッ プ

【第１回】

8/9(木)

強いチームの
作り方

【第２回】

9/14(金)

行動を持続する

チーム運営法
個人を成長へ導く

リーダーシップ

【第３回】

11/14(水)全３回で
チームづくり～
マネジメントの
基本を徹底習得！

幼稚園・保育園様
向けに特化した
内容です！

次のような方にこそ、
ぜひお聞き頂きたいセミナーです！

■最近、企画リーダーや学年主任といった

役職についた若手現場リーダーの方

■マネジメントに苦手意識のある

現場リーダーの方

■これから、現場を引っ張ってほしいと

期待する職員

■理事長・園長先生の片腕の職員

✔

✔

✔

✔

■住所：〒９８０-０８１１ 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目２ー２５ 仙台NSビル８F
■ＴＥＬ:０２２ー７２２ー２００７（平日9:00～17:30）／ＦＡＸ:０２２ー７２２ー１７７０ ■担当：工藤(くどう)
■URL：http://www.syw.jp
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1日のみ 全日程
1名様価格 27,000円/回 64,800円

2名様以降価格 21,600円/回 58,320円
※全て税込み価格です。



要素 項目
チームの目標を踏まえたうえで個人の目標に取り組んでいる YES or NO
メンバーそれぞれが何をやりたいか明確である YES or NO
メンバーがお互いに何をやっているのか理解し合っている YES or NO
チーム意識が強く、全員が協力しながら業務をしている。 YES or NO
仕事の進捗は的確に管理されている YES or NO
部下からの信頼は厚い YES or NO
基本軸がブレず、継続的に物事を進めることができる YES or NO
広い視野を持っている YES or NO
目標達成能力がある YES or NO
突発的に問題が生じても対応できる YES or NO
リーダーの言うことにメンバーは常に耳を傾けている YES or NO
程良い自己アピールができる YES or NO
上司の本音を理解している YES or NO
上司を信頼している YES or NO
逆境でも決して逃げない YES or NO
メンバーは、生き生きとやりがいを持って仕事をしている YES or NO
メンバーから不平不満の声は聞こえてこない YES or NO
自分の職場は他の職場より働きやすいと思っている YES or NO
公正な評価がされている YES or NO
相互に切磋琢磨し合っている YES or NO
仕事を通して役割を果たそうとしている YES or NO
メンバーそれぞれが、幸せになる努力をしている YES or NO
好奇心や向上心が強い YES or NO
成果を出すために自問自答しながら仕事をしている YES or NO
常に３年後の像を描いている YES or NO
メンバー間の役割分担は明確である YES or NO
能力に見合った仕事をしている YES or NO
リーダーとサブリーダーの欲求価値が被らない YES or NO
個人特徴が均等に分かれている YES or NO
メンバーは、良い職場だと思っている YES or NO
目標や方向性は理解され、その内容は共有化されている YES or NO
メンバー間の連携はスムーズにいっている YES or NO
必要情報(顧客情報やクレームなど)はきちんと共有化されている YES or NO
ホウ・レン・ソウはきちっとしている YES or NO
人間関係は良好である YES or NO

チェック

コミュニケーション

チーム意識

リーダーシップ

フォロワーシップ

チームモチベーション

未来的思考

メンバーバランス

点数 評価者点数
コミュニケーション能力 4 3
親身性 2 5
教導能力 3 1
設定能力 1 3
率先垂範 5 3
構築力 1 1
企画力 1 5
伝達力 3 4
記憶力 2 3
チーム形成力 2 2
目的指向力 1 1
将来構築力 3 5
観察力 2 4
発信力 4 4
修正力 1 2

継続力

創造力

自己評価

育成力

達成力

突発力

★
★

★

★
★

★

★

★

★

★

★
★

★

★

★

1990年生まれ、2009年に単身渡米して以来、米大リーグ入りを目指し、米国独立リーグやプエルトリコ・メキシコなど
プロ・アマ合わせて5カ国で18チームでプレー。
2014年、被災地の子ども達を連れ中南米・プエルトリコで行われたラテンアメリカ野球選手権にアジアとして初めての
出場を果たした。同年、イラン野球連盟とイラン代表監督契約を締結し、16年で国際大会1勝だったイラン代表を西アジア
選手権で「銀メダル（２位）」に導いた。その後、パキスタン代表監督へ就任し、アジア選手権にてパキスタン代表を
アジア５位へ導き、WBC予選への切符を手にした。２０１７年３月には、香港野球代表監督に就任し、中国の全国大会に
おいて香港野球史上初の７位へと導いた。

第1回目は、強いチームに必要な条件をもとに、実際に自園におけるチーム編成
を行って頂きます。

チームづくりで重要なのは、構成メンバーの特性を知り、一人ひとりが輝ける場
となるようにチームを編成することです。その一環として、事前にチームの成熟
度・個々人の能力を実際に診断して頂きます。その結果を基に、園におけるベス
トなチーム編成はどのようにしたら良いのか。S・Yワークスが研究を重ねた診
断ツールを活用しながら、チームのつくり方を学んでいただきます。

第２回目では、チームにおけるヴィジョンや

目標の立て方・その実現方法と合わせて、

個人の目標設定の仕方もレクチャーします。

メジャーリーガー・大谷翔平選手も実践してい
る「マンダラート」を活用し、チーム内で目的
意識をどのように図っていくか、またメンバー
のモチベーションを高く維持し、行動し続ける
集団であるためのコミュニケーションの取り方
を習得して頂きます。

当社代表の佐藤芳直が「組織は99％トップで決まる」と言う通り、強いチームには

良きリーダーシップを発揮できる人財が必要不可欠です。

チームが最大限のパフォーマンスを発揮するために自分自身はリーダーとして

役割を果たせているのだろうか。振り返りをしながら、リーダーシップ論を

学んでいただきます。

行事の運営・園児募集・採用活動等、園内でチーム単位で活動する機会は数多く存在します。
一つひとつのチームが成果をあげられるかどうかはリーダーの手腕そのものです。
強いチームには、強いリーダーが必ず存在します。
メンバーと一体感を持ち、成果を出せるリーダーになるための全３回の勉強会。
一般論ではなく、翌日から園で実践していただける内容でお送りいたします。

みんなが考え、みんなが動く、
理想的なTeamをつくるために。
理想の組織をつくるために不可欠な、
現場リーダーのマネジメント力upを実現します！

チームに合わせた組織編制

自身の

ヴィジョン・

目標

個人のポテンシャルを最大限活かせる

モチベートされたチーム

コミュニ

ケーション

突破力

目標設定 個別育成

継続力

信頼性

客観的

把握能力

チームコミュニケーション

【特別ゲストにもご登壇いただきます！】

色川冬馬 氏イラン/パキスタン/香港野球代表監督

適財適所×相乗効果で強いチームをつくる！

DAY1 ～ チームづくり

DAY2 ～ チーム運営

DAY3 ～ リーダーシップ

成果を上げるチームは何が違うのか？
どうすれば、園内に強いチームを作れるのか？

個人ヴィジョンとチームビジョンをつなげる！

困難を突破する、強いリーダーシップを習得する！

Day 1 チームづくりを学ぶ 8月9日(木) 14:00～18:00

習得内容 ★チームには目的と目標が必ずあることを理解する
★チームの目的に合わせて人を見極め、適切なメンバー構成を組める。
★リーダーとしてチームの進むべき方向性を定められる

セミナー内容 ①成果を上げるチームとそうでないチームの違いとは？
②チームマネジメントの入り口、メンバー編成の考え方
③ゆとり世代・さとり世代を巻き込んだチームにおいて大切にすべきこと

ワークショップ 事前課題：①チーム力診断 ②個人の強み診断
当日課題：適財適所のチーム編成を実践する

Day 2 チームマネジメントを学ぶ 9月14日(金) 14:00～18:00

習得内容 ★チームの共通言語となるビジョン・目標を立てることができる
★目標を達成すべくチーム運営をすることができる

セミナー内容 ①チームと個人の目標をつなぐことの重要性
②チームがイキイキと動き続けるための情報共有とコミュニケーション
③成功に導くためのリーダーとフォロワーの役割

ワークショップ 事前課題：目標設定表(マンダラート)の作成
当日課題：①チームビジョン・ミッションの策定

Day 3 リーダーシップを学ぶ 11月14日(水) 14:00～18:00

習得目標 ★自分のリーダーシップの強みと課題を把握する
★自分のリーダーとしてのなりたい姿・VISIONを立てる

セミナー内容 ①優秀なチームリーダーに共通すること
②自身のリーダーシップの棚卸 ～自分のリーダーとしての強みと課題

ワークショップ 当日課題：①自身のリーダーシップチェック ②自身のビジョン策定

合計３日間で、チームづくり・チーム運営・リーダーシップの基本を
ご習得いただけます！

本勉強会では、佐藤芳直監修の
チームマネジメントを体感いただきます！

【チーム】

チーム力診断

【個人】

強み診断

チームとしての

ヴィジョン・目標

自身の

ヴィジョン・

目標

Guest  Speaker

文化背景の異なるメンバーを強いチームへとまとめ上げた、プロセスを学ぶ！

最終日には、数千社の企業のコンサルティングに従事し、自身もコンサルタント集団のリーダーとして
チームを牽引してきた当社代表の佐藤芳直が、これからのリーダーとして組織を牽引していく皆様に向けて
心に留めて置いてほしいリーダーの条件と役割をお伝えいたします。

佐藤芳直株式会社Ｓ・Yワークス 代表取締役最終特別講座

「成功へと導くリーダーの条件、その役割」

自身の

ヴィジョン・

目標


