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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
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品質保証課

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。

2022 年 8 月改訂版

■ J-Clubセミナー
■ J-Hiroba
■ J-ナレッジ

JUSE-ISO CENTERとは

Delight

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、

COVID-19禍、過去経験したことのない変化に多くの組織が巻き込まれました。激変する外部リスクに対応する

25 年の間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。

為には、人々の知識及びスキルが重要であることを再認識させられました。人々の力量の向上がなければ、

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、

マネジメントシステムの変化及び新たなしくみ化への柔軟で適切な対応は不可能です。

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、

品質管理のレジェンドである石川薫先生は「品質管理は教育に始まり教育に終わる」と、エドワーズ・デミング

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、

博士は「目標は 1 つ、それは、人々が喜びを感じながら仕事をできるようにすること」と明言しました。

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

認証組織で働く人々の知識とスキル、力量向上によってマネジメントシステムの強化を図り、広く世の中に貢献

至りました。

する。それこそが我々の使命であり喜びです。

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」。

J-Club の各種サービス提供によって従業員個々の力量を高め、働きがいのある職場の実現、組織全体のマネジ

専門性の高い大学の教授・准教授による学術的な「J-Club アカデミア」。

メントシステムを強化し収益力の向上により事業継続を可能とすることが重要です。

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」。

組織の審査、認証活動、無料セミナー、講演会等による人材育成、情報発信、相互啓発の場の提供、事例検索

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」。

などを通じ、マネジメントシステムのエクセレントサービス機関として皆様に貢献すべく努力して参ります。

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」。

J-Clubのサービスをご利用いただければ幸いです。

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。

大きな喜び、大きな楽しみ

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。

2022年度よりJ-Clubセミナーが
受講しやすくなります！

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。

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！
この機会に、是非皆様ご利用ください。

オンライン・集合セミナーの
1MS：2名の人数制限をなくしました！
（J-Hiroba 及び一部セミナーを除く）
※認証対象範囲内の方々に限定しております。

VOICE オンラインセミナー参加者の皆様よりうれしい声 届いています！

▶Zoomによるセミナーは初体験だったので、会場受講とは違った緊張感がありました。他の会社の方々の回答も大変参考になりました。
▶あっと言う間にセミナーが終了となり、時間の経つのを忘れてしまう程、集中できたと思います。
▶コロナ禍という環境下では有効なものと考えます。また集中できることが高評価です。
▶会場へ行く手間が省けるため、受講しやすいです！
▶日本全国、拠点が多いため、Zoom でのセミナーは、費用面や日程のやりくりの面でも大変助かっています。
▶講師の方の話のリズムが大変よく、また、休憩のタイミングも適切だったため、中弛みせずに受講することが出来ました。

様々な受講方法からお選びいただけます。

・インターネットを介したリアルタイム受講

・個人のペースで学習が可能

・その場で質問が可能

・1 年間視聴が可能

J-Clubアーカイブが１年間 視聴可能に
なりました！

新型コロナウイルス感染対策実施中

・参加者同士のコミュニケーション

・視聴 ID/PW を付与

・社内教育にも活用が可能

机・ドアノブなど抗菌コーティング済みです。

・感染対策を実施しながらの受講

・その場で質問が可能

・参加者同士のコミュニケーション

■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
■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。
※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。
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1MS：2 名の制限をなくしました！
※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。
上期 (2022 年4 月〜 9 月開催分）

2022 年 3月15日(火）

下期 (2022 年 10 月〜 2023年 3月開催分）

2022 年 8月18日(木）

※1年間視聴可能

※資料確認1週間前より可能

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。

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。

23

下期新規追加分

2022 年度 セミナー開催一覧
セミナー名

講師名

アーカイブが1年間視聴可能になりました！
※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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年
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7月

8月

9月
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11 月

12 月
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年
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3月

掲載頁
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M-1
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M-3

ISO/IEC 27001（ISMS） 概要解説コース

木村歳修

M-4

～現場で使える FSMS を目指して～
実務に取り込む ISO 22000：2018

渡辺昭嘉

M-5

わかりやすいプロセスアプローチ基礎解説コース

横沢俊一

M-6

プロセス・マップの作成基礎コース

横沢俊一

M-7

内部監査員養成コース（マネジメントシステム共通）

横沢俊一

M-8

企業事例に学ぶ内部監査の効果的な運用

横沢俊一

M-9

有効な是正処置

横沢俊一

具体事例をもとに考える

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
※ Renewal
M-11
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「リスク及び機会」の正しい捉え方と
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「技術の伝承」の考え方
マネジメントシステム スリム化セミナー
M-13
～複数要素のシステム融合を通じて～

M-14 実のあるマネジメントシステム活動とするために

越山

丸山
丸山

昇

治

M-17 BCP の基本

村上

治

M-18 新しい個人情報管理（PIMS：ISO/IEC 27701）

村上

治

チームメンバーからチームリーダーへ
M-19
（3 〜５年目社員研修）

福島

伸

M-20 1on1 ミーティングの進め方

福島

伸

M-21 シニア人材活性化のためのマネジメント

福島

伸

M-22 「設計・開発」の捉え方と柔軟な運用（アーカイブのみ）

越山

卓

M-23 品質工学（タグチメソッド）概要解説コース

越山

卓

M-24 TQM 概要解説コース

武川和洋

M-31 新 QC 七つ道具 概要解説コース
M-32 経営管理と MS 規格（箇条 4：組織の状況）の本質
M-33 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
M-34 プライバシー情報マネジメントシステム
（ISMS-PIMS）について
M-35 ISMSクラウドセキュリティ（ISMS-CS）
概要解説コース
M-36 サービスエクセレンス規格

解説と実践のポイント

21
22
15 日（水）
オンライン

アーカイブ

22
20 日（月）
オンライン

23
27日（木）
受講証明書付き
アーカイブ

13 日（水）
オンライン

岩松正治
平山貴之
越山 卓
高橋邦雄
谷口あゆみ
玉置知也

2 日（金）
オンライン

21 日（火）
オンライン
2 日（木）
オンライン

23 日（月）
オンライン

勤

福丸典芳
三浦才幸
吉岡

努

吉田哲也
沖村克行

24
24
25

13 日（火）
オンライン
13日（木）
オンライン

アーカイブ
8 日（水）
オンライン

20 日（水）
オンライン

24 日（火）
オンライン

26
27

30日（水）
オンライン

27
13日（火）
オンライン

28

アーカイブ

アーカイブ

28
28

6 日（火）
オンライン

21 日（火）
オンライン

アーカイブ

26

アーカイブ

29
29
9 日（水）
オンライン

29 日（月）
オンライン
23 日（火）
オンライン

30
30

アーカイブ

31
31

28 日（水）
オンライン

31
26日（水）
オンライン

18 日（水）
オンライン

32
32
32

アーカイブ

33

仲川久史
今野

23

25
アーカイブ

26 日（木）
オンライン

8 日（木）
受講証明書付き
アーカイブ

14 日（木）
オンライン

23 日（月）
オンライン

山本昌幸

22

アーカイブ

国府保周

村上

M-27 はじめての ISO 9001（アーカイブのみ）
M-28 はじめての ISO 14001（アーカイブのみ）
M-29 ～食品安全規格等の基礎知識～（アーカイブのみ）
60 分シリーズ キホンの「キ」！（全 4 回）
感染症や自然災害に打ち勝つ
（アーカイブのみ）
M-30
“緊急事態”への取り組み方

21 日（木）
受講証明書付き
アーカイブ

国府保周

M-16 リスクマネジメントの基本

M-26 失敗学入門編

18 日（水）
オンライン

国府保周

国府保周

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

12 日（木）
オンライン

21

昇

M-15 内部監査報告書の書き方と調べ方［ISO 9001］

M-25

11 日（水）
オンライン

卓

33
17 日（火）
オンライン

33
25日（火）
オンライン

14日（水）
オンライン

13日（月）
オンライン

34
34

1日（水）
オンライン
14日（火）
オンライン
20日（月）
オンライン

34
35
35

2022 年度 セミナー開催一覧
セミナー名

講師名

下期新規追加分
2022 年
4月

2023 年
5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

掲載頁

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

良

A-2

ミドルのための企業変革マネジメント

神田

良

A-3

老舗企業に学ぶ
持続的競争力構築のマネジメント

神田

良

A-4

経営に役立つ内部監査

近藤明人

A-5

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

近藤明人

A-6

SDGs に寄与するマネジメントシステムの運用

近藤明人

A-7

経営における環境分析とビジネスモデルの設計

近藤明人

A-8

SDGs 入門編：SDGs の概要を学ぶ

近藤明人

A-9

SDGs スタートアップセミナー
～現状の取り組みを活かす～
（座談会で理解を深める）

6日（水）
オンライン

36
19日（水）
オンライン

37

7日（水）
オンライン

37
16日（金）
オンライン

38
10日（金）
オンライン

38
7日（火）〜8日（水）
オンライン

18日（金）
オンライン

39
39

15日（金）
オンライン

39
4日（火）
集合

近藤明人

16日（木）
集合

40

J-Club 講演会
ISOにおける全社的リスクマネジメントの導入に
向けて
～米国 RIMS の戦略的リスクマネジメントの活用～

神田

1 日（水）
オンライン

良

41

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

7日（木）〜8日（金）
オンライン

41

J-Hiroba
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
H-6
H-7
H-8
K-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～

「伝達力（プレゼンスキル）」養成基礎講座

～プレゼンの基本的な理解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」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～

J-Club：キッズプログラム

浅川

浩

浅川

浩

浅川

浩

浅川

浩

浅川

浩

浅川

浩

浅川

浩

浅川

浩

2日（木）
オンライン

51
3日（水）
オンライン

51
15日（木）
オンライン

52
6日（木）
オンライン

52
16日（水）
オンライン

52
7日（水）
オンライン

53
8日（水）
オンライン

53
15日（水）
オンライン

20日（土）
オンライン

53
54

申込み不要/事前送付視聴用・ID・PWでご覧ください。

2022 年度 J-Clubアーカイブセミナー一覧

（視聴期間 1年）

※

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。
2022 年

2023 年

M-1

ISO 9001（QMS）概要解説コース

約５時間

21

M-2

ISO 14001（EMS）概要解説コース

約５時間

21

M-3

ISO/IEC 27001（ISMS）概要解説コース

約５時間

22

M-4

～現場で使える FSMS を目指して～
実務に取り込む ISO 22000：2018

約３時間

22

M-5

わかりやすいプロセスアプローチ基礎解説コース

約５時間

22

M-6

プロセス・マップの作成基礎コース

約５時間

23

M-7

内部監査員養成コース（マネジメントシステム共通）

約５時間

23

「リスク及び機会」の正しい捉え方と
M-12
「技術の伝承」の考え方

M-13

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～

約５時間

約５時間

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。

26

26

M-16 リスクマネジメントの基本

約 4 時間

M-17 BCP の基本

約 4 時間

M-18 新しい個人情報管理（PIMS：ISO/IEC 27701)

約３時間

28

M-22 「設計・開発」の捉え方と柔軟な運用

約３時間

30

M-23 品質工学（タグチメソッド）概要解説コース

約３時間

30

M-27 はじめての ISO 9001

約 1 時間 30 分

32

M-28 はじめての ISO 14001

約 1 時間 30 分

32

各：約 1 時間

33

約 2 時間 30 分

33

M-29

M-30

～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）

感染症や自然災害に打ち勝つ
“緊急事態”への取り組み方

28
28

申込み必須/締切日までにお申込みください。

2022 年度 J-select アーカイブ一覧

（視聴期間 1ヵ月）

2022 年

2023 年

S-1

はじめての品質管理

３時間

42

S-2

よくわかる品質保証

３時間

42
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

申込必須
申込締切：3/24

申込必須
申込締切：6/22

申込必須
申込締切：9/22

申込必須
申込締切：12/22

S-3

問題解決の基本

３時間

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

43

S-7

日常管理の基本

３時間

43

42

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

申込必須
申込締切：4/22

申込必須
申込締切：7/22

申込必須
申込締切：10/21

申込必須
申込締切：1/23

S-8

方針管理の基本

３時間

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

44

S-12

はじめての QC サークル推進者

３時間

45

44

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

申込必須
申込締切：5/23

申込必須
申込締切：8/23

申込必須
申込締切：11/22

申込必須
申込締切：2/20

S-13

はじめての小集団改善活動（QC サークル活動）

３時間

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

45

● 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
2022年5月12日（木）／オンライン

▶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。
▶要求事項を理解するにあたり、用語の解説だけでなく、実際に事故でニュース
になった他社の事例、講師の経験談など、なぜ現在の要求事項があるのか、とい
うことがわかりやすかった。

※1年間視聴可能

全36コース

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
2022年6月15日（水）／オンライン

● 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
2022年5月11日（水）／オンライン

▶難しい内容だと思うが、具体的な身近な事例をたくさん混ぜてくださるので、
イメージに落とし込みやすく、聞きやすかったです。
▶ところどころ事例をあげて説明されていたので、イメージがしやすく、分かり
やすかった。また、講師の人の話し方についても聞き取りやすかった。

※1年間視聴可能

▶規格全般について理解を深めることができた。
▶各社事例は当社でも起こり得るものであり、適切に対応が出来ているかの確認
を監査内で行っていきたい。
▶難しい説明箇所もありましたが、例えを使って分かり易く説明されていました。

※1年間視聴可能

個人ワークあり
※Ｍ-5、Ｍ-6、Ｍ-7の順で受講いただく事により、更に理解が深まります。

● 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
2022年5月18日（水）／オンライン

● 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

約 5時間

※1年間視聴可能
※1年間視聴可能

▶規格要求事項に対する自分の認識との差異が無いか、あらためて確認すること
ができました。
▶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。

▶業務に対する体系的な考え方、切り取り方を理解することができた。また今一
つ腑に落ちなかったISO的な専門用語の背景（欧米の世界観）が納得できた。
▶「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。
▶改定前と改定後の比較や、反省点まで述べられていて、最近ISO を勉強し始め
た自分にとってすごくありがたかったです。

プロセス・マップの作成基礎コース

企業事例に学ぶ内部監査の効果的な運用

個人ワークあり

※Ｍ-5、Ｍ-6、Ｍ-7の順で受講いただく事により、更に理解が深まります。

型にはまった内部監査でなく、組織の実態を加味した効果的な内部監査を実践している企業事例を紹介頂き、
内部監査のあるべき姿を考える機会を提供します。
● マネジメントシステムの運用に携わる方

● 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

● 内部監査員

2022年6月20日（月）／オンライン

2023年3月2日（木）／オンライン
13：00 〜 16：00
①事例発表
②講評

▶人的資源管理や設備導入など、他の資料では中々触れられない間接部門のプロ
セスマップの事例が大変わかりやすかった。
▶事前に M-5 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。
▶プロセスマップについて複数の作成方法例や手順書化した例を提示してもらえ、
とても参考になりました。

※1年間視聴可能

有効な是正処置
具体事例をもとに考える
個人ワークあり
※Ｍ-5、Ｍ-6、Ｍ-7の順で受講いただく事により、更に理解が深まります。

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。

● 管理責任者

● 内部監査員

● マネジメントシステムの運用に携わる方

研修時間10：00〜16：00
研修時間10：00〜16：00
研修時間10：00〜19：00 視聴時間5時間
研修時間10：00〜19：00 視聴時間5時間
研修時間10：00〜19：00 視聴時間5時間

オンライン
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
受講証明書付きアーカイブ
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）

申込不要
※1年間視聴可能

▶ゼロベースでの受講だったため、多少の知識が前提とされているように感じる
ところがあって 戸惑ったものの、概ねその概要を理解できた。
▶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。
▶演習問題を解くことで自分の理解度を確認することができたのでよかったです。
模範解答例も資料を共有して頂き、手軽に理解度テストと証明書が発行できるの
で有難かったです。

● 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、ご回答の方に、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 I D／ 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→ご回答の方に、【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。

● 内部監査員
2023年1月23日（月）／オンライン

● 内部監査員候補者
申込必須

2022年 7 月13日（水）
2023年 2 月21日（火）
2022年 4 月21日（木）
2022年10月27日（木）
2022年12月 8 日（木）

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。

10：00 〜 16：00
①（苦情を含む）不適合の特定
②修正、対応
③原因の特定

④再発防止策の立案、実施
⑤有効性の確認

個人ワークあり

● 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

● マネジメントシステムの運用に携わる方

● 内部監査員

● ISO推進事務局の方

● 現場の管理、監督者の方

2022年9月13日（火）／オンライン

2022年7月14日（木）／オンライン
2022年12月2日（金）／オンライン

＊ミニ個人演習問題をはさみながら、理解を深めます。

▶日頃遭遇しうるケースを例に、わかりやすく体系化してお話いただき、よく理解できました。是非、実務にも活用していきたいと思います。
▶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。
▶原因分析や是正処置についてはこれまでも勉強してきたことですが、再認識と訓練の場にすることができ、有益な内容でした。その中でヒューマンエラー対策については
検討の進め方が見える化される内容であり、今後の実践においてとても為になりました。

▶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。
▶具体例を織り交ぜ分かり易い説明、講師の説明がテンポ良く、集中できた。
▶リスク＝不確かさと読み替え、リスクに対してどのように対処していくかを学
べたと思います。また、伝承のところに関しては伝える工夫、記録として残す、そ
れを関連付けて保存しすぐに閲覧できる状態にしておく重要性を認識しました。

※1年間視聴可能

Renewal

「TQM で経営に役立つ
ISO システム強化」コース

（旧：ISOマネジメント要素をTQM視点で活用するための解説コース）

個人ワークあり

長年日科技連が提唱し、実績のある「方針管理」「日常管理」などの TQM 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強化する方法を解説します。今回は、これまでの「ISO マネ
ジメント要素を TQM 視点で活用するための解説コース」に、TQM 視点での内部監査ポイントなども追加して
リニューアルしました。
●ISO推進責任者及び担当者

●経営層や部門、部署の管理者

●内部監査員

2022年5月23日（月）／オンライン
● 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

2023年1月24日（火）／オンライン
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。

※1年間視聴可能
▶組織の課題→計画→品質マネジメントの一連の中に方針管理・日常管理が重要だと理解し、その中でもプロセスアプローチによるリスク/ 機会、改善をプロセスに取り組
むことが重要だと理解しました。
▶会社経営や役員向けの講義と感じた（自分にはレベルが高かった）。講義を聞いて、自社の方針管理の問題点に気付かされた。
▶プロセスアプローチとは経営方針に対し、外部・内部の環境を鑑みつつリスク及び機会を探っていくという認識で傍聴していましたが、理解が追い付かず、ざっくりと聞
く事となりました。経営への組み込みという点で見てしまう事があったため、混乱した点もあります。

▶「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。
▶業務に直結した活動となっていない理由の一つが、マネジメントシステム活動
のためだけに作成した規程や記録であることに気が付きました。どういったケー
スはなくしてもよいか、判断基準を具体的に示していただけたので、スリム化で
きるものが精査できそうです。内部監査、マネジメントレビューについても、あえ
てその場を設ける必要ないとのお話は目からうろこでした。

実のあるマネジメントシステム活動
とするために

個人ワークあり

「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。

● 経営層

● 経営幹部

● 管理職

● マネージャークラスの方々
2022年12月13日（火）／オンライン

10:00〜16:00
●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
2022年10月13日（木）／オンライン

第１章
第２章
第３章
第４章

マネジメントシステムが形骸化する！
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
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
顧客満足
…ビジネスに即した捉え方と情報活用

第５章
第６章
第７章
第８章

著しい環境側面
…ビジネスと顧客を通じた環境貢献へ
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
各種記録…記録の内容・形態・媒体の指定
形骸化した運用の見抜き方と脱出への道
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内部監査報告書の書き方と調べ方
［ISO 9001］
「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のは「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。
●内部監査員

●内部監査の主幹者／レビュアー

▶内容が整理されており、講義もテキストに沿っていたので、とても分かり易かった。
▶リスク、アクシデント、インシデント、危機を混同していたのだが、ハッキリ
と認識することができた。現在、弊社ではBCP の整備を行っているのだが、今回
のセミナーで使用された表を参考にさせて頂きたい。
▶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

個人ワークあり

● 経営層

● 経営幹部

● 管理職

● マネージャークラスの方々
2022年7月20日（水）／オンライン

10:00〜16:00

▶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＝シングルハザード対応という固定観念がありましたが、マルチハザード
型インシデント対応の説明で、シングルハザード型のBCP を複数作成する必要が
ないことが良く分かりました。
▶基本的な内容ではあったが、受講者の間で共通の認識を持つことが出来た。

※1年間視聴可能

●内部監査員の教育に携わる方
2022年11月30日（水）／オンライン

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
講義４

個別事項の監査での見方①
個別事項の監査での見方②
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新しい個人情報管理
（PIMS：ISO/IEC 27701）
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
2022年6月8日（水）／オンライン
10:00〜16:00

※1年間視聴可能

▶27701 の規格の成り立ち、構成についてよく理解できました。27001にはなかっ
たPII、顧客、処理者の概念についても学び、役割により管理目的・管理策を明確
に定めているため、対応がしやすくなると思いました。
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グループワークあり

M-22
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。

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
2022年9月6日（火）／オンライン
定員

30名

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
視聴時間
①
②
③
④

▶自分の振り返りができ、足りないものを考えさせられるいい機会となりました。
▶現在実際に後輩指導をしており、自分の指導の仕方が適切なのか不安な部分があったため、今回のセミナーで後輩指導で大切なことやチームリーダーとして心がけるべき
ことを学べてとても有意義な時間になりました。

1on1 ミーティングの進め方

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

3時間
⑤
⑥
⑦
⑧

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

▶開発に絞って2008 版と2015版の比較がされていて、理解しやすかった 規格
は事業プロセスの弱さを抽出するための物差し という説明があり、考えを改め
るきっかけになった。
▶「レビュー」「検証」
「妥当性確認」の違いが良く理解できた。また、良い事例・
悪い事例の説明がわかりやすく、現状のやり方に不足している部分を再認識でき
た。
▶設計・開発を適用除外と思っている部署にも聞いてもらいたい。

※1年間視聴可能

個人ワークあり

「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、あまり固く真面目に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。
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
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2022年6月21日（火）／オンライン
13:00 〜 16:00
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。
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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。

● 製品開発、研究、品質管理ご担当者
2022年8月29日（月）／オンライン

13:00〜16:00

シニア人材活性化のための
マネジメント

個人ワークあり

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。
人事担当者、またはシニア人材をメンバーとして持つ管理職の方
2022年11月9日（水）／オンライン
10:00 〜 16:30
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。

● 製造業の技術、設計開発ご担当者

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。

▶品質工学に興味がでました。社内にも紹介します。
▶全く知識がなかったので、新しい考え方を知ることができて良かった。
▶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。
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はじめてのISO 9001

●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
2022年8月23日（火）／オンライン
● 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

約１時間30分
▶各スライド内容に対する補足を経験測から説明して頂けたので理解し易かった。
▶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。
▶「3H管理」の考え方は知っていましたが、「変化点管理」の考え方は初めて知りました。ヒューマンエラー対策に使えればと考えています。

※1年間視聴可能
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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

● 経営層

● 管理職

個人ワークあり

● 人事担当者
2022年9月28日（水）／オンライン
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はじめてのISO 14001
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。
● 初めてISOの担当になられた方

※1年間視聴可能

失敗学入門編
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。
全般
岩松 正治

平山 貴之

①失敗の必然性
②失敗学のエッセンス

2022年5月26日（木）／オンライン
2022年10月26日（水）／オンライン
2023年1月18日（水）／オンライン

● 新入社員の方

約１時間30分

▶大変参考になる内容でした。講義内容を自分なりにもう一度復習し、理解し、「根拠」のある評価制度を社内で提案したいと思います。
▶評価制度を作る立場にないが、部下の評価をする上でのアイディアを多く頂けた。
▶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。
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● ISO14001の基本的な内容を知りたい方

▶地球温暖化や、CO2 排出問題などから ISO14001の重要さは理解できた。もう
少しISO14001 がどのような規格であるのか説明があるとより分かりやすかった。
▶ISOの基礎知識や用語を解説いただき、良い復習になりました。身近な事例を使
われて規格の説明をされており分かりやすかったです。
▶講師の方の話し方が、声の大きさ、トーン、話す速度がちょうど良く、ネット
を通してのセミナーでも大変聞き取りやすかった。 環境問題から始まり、レジ袋
有料化などタイムリーな身近な話題も含まれてましたので、はじめてISO を勉強
する人にも理解しやすいと感じた。
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〜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）

「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。
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谷口 あゆみ

玉置 知也

キホンの「キ」！（4 回シリーズ）
①HACCP の「キ」!
②ISO22000 の「キ」!

約１時間程度
③FSSC22000 の「キ」!
④HACCP⇒ISO22000⇒FSSC22000

ステップアップの「キ」!

コース概要

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

研修時間

13:00 〜 16:00

プログラム

程度

※1年間視聴可能
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感染症や自然災害に打ち勝つ
緊急事態 への取り組み方
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あります。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。
●経営者、管理責任者、防災担当者、総務担当者

M-33

▶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。
▶災害時の大変さは経験しないと意識できないことだと思いますが、今回のよう
な事例を聞けて新たな気づきが生まれたので、今後の対策に役立てていきたい。

M-31

新QC七つ道具

概 要解 説コース

「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、⑦PDPC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、とっつきやすい内容として、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。

今野 勤
研修時間
①新QC七つ道具概論
②新QC七つ道具と言語データ

日程

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

2022年10月25日（火）／オンライン
2023年2月13日（月）／オンライン
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。

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

下期 NEW

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

予定講師

三浦 才幸

研修時間

13:00 〜 16:00

M-34

●人事担当者

●管理職

●マネージャークラスの方々
日程

①人的マネジメントの世界的潮流
② SDGs、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

2022年12月14日（水）／オンライン

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

プライバシー情報マネジメントシステム
（ I S MS - P I MS）について

下期 NEW

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

予定講師

吉岡 努

研修時間

13:00 〜 16:00

プログラム

●サービス業に従事される間接部門の担当者・他

日程

コース概要

プログラム
※1年間視聴可能

下期 NEW

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。

※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。

●食品業界の方全般

経営管理と MS 規格
（箇条 4：組織の状況）の本質

●新たな個人情報管理に関する規格に興味がある方

①プライバシー情報保護規制の推移
② ISMS-PIMS 認証について

日程

2023年2月1日（水）／オンライン

③ P マークとの違いについて
④ ISO/IEC 27701 の内容

2022年 5月 17日（火）／オンライン

③親和図法
④連関図法
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M-35

I SMS クラウドセキュリティ（ I S M S- CS）
概要解説コース

下期 NEW

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

研修時間

13:00 〜 16:00

プログラム

M-36

日程

2023年2月14日（火）／オンライン

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

③ ISO/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

サービスエクセレンス規格
解説と実践のポイント

下期 NEW

コース概要

サービスエクセレンスとは、
“卓越した顧客体験”の創出を可能にするアプローチである。今日のように競争の激
しい世界では、顧客も絶えず進化し、成長を続けているため、顧客の期待は変化し続ける。顧客のポジティブな
感情を引き出すには、それを提供する組織能力が必要であり、そういう組織づくりを目指す規格を解説します。

参加対象者

●経営層

予定講師

沖村 克行

研修時間

10:00 〜 16:00

プログラム

●管理職

全9コース

●マネージャークラスの方々

①サービスエクセレンス概論
②カスタマーデライトとは
③エクセレントサービスとは

日程

2023年2月20日（月）／オンライン

④組織能力を高める取り組み
⑤ ISO 23592（ JIS Y 23592）の概要と解説

グループワークあり

2022年7月6日（水）／オンライン
定員
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※本ガイドに掲載している内容は全て無料です

30名

36

グループワークあり

2022年10月19日（水）／オンライン
定員

個人ワークあり

2022年12月16日（金）／オンライン

30名

▶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。また、今回はとても興味
ある企業だったので、私自身、ＴＶで見た事等を思い描きながらセミナーに臨めたのはとても有意義で貴重な体験でした。

個人ワークあり
グループワークあり

2023年2月10日（金）／オンライン

2022年9月7日（水）／オンライン
定員
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30名

38

SDGsに寄与する
マネジメントシステムの運用

個人ワークあり

A-9

SD G s スタートアップセミナー
～現状の取り組みを活かす～
（座談会で理解を深める）

下期 NEW
集合セミナー

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。今、それぞれの組織が無意 識のうちに取り組んでいる内容が、SDGs の取り組みにどう寄与してい
コース概要

るのかの気づきから国際的なガイドラインや、規 範に沿った取り組みに繋げるためのポイントを解説します。
最後には座談会形式で、皆さまが疑問に思っていること、今日の講義以外のことでもざっくばらんに議論できる
時間を設けます。

2023年3月7日（火）〜8日（水）／オンライン

参加対象者
予定講師

全般
近藤 明人

2022年10月4日（火）／東京
日程

研修時間

① SDGs 概要
プログラム

2023年2月16日（木）／東京

10:00 〜 16:00

② SDG ｓの取り組みの現状把握（自社の SDGs・マッ
ピング）

④ SDGs の取り組みの次へのステップの準備
（マテリアリティの特定方法検討）
⑤ 座談会

③現状把握の結果からみる課題特定と解決策検討

個人ワークあり

2022年11月18日（金）／オンライン

▶今回ご説明頂いた、PEST 分析などを事前に行う事で抽出がしやすくなる、等の内容は非常に有効であったと思います。来年度の管理者教育の際に弊社講師等に取込みの
検討を行いたいと思います。

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。
全般
2022年4月15日（金）／オンライン
① SDGsとは？（国連で採択された背景）
② SDGsの概要
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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）

40

J-Club 講演会
共催：公益財団法人日本生産性本部 顧客価値創造センター
一般財団法人リスクマネジメント協会

全15コース

米国 RIMS 日本支部
リスクマネジメントの導入は大きな課題です。ISO でもリスクマネジメントの導入が強調され、活用のためのフレームワー
クも提示されています。では、どのようにしてリスクマネジメントを導入して、活用すればいいのでしょうか。リスクマネ
ジメントはそれを推進しなければなりません。米国を中心として世界60か国で、10,000人以上のリスク専門家が会員となっ
ている米国 RIMS（ Risk and Insurance Management Society）は、リスクマネジメントを実行するリスクマネージャー
の視点から、戦略的にリスクマネジメントを活用するための基本的・実践的な実行ガイドを提示しています。このガイドに
基づいて、リスクマネジメントの導入と活用について学びます。

ISO における全社的リスクマネジメントの導入に向けて
～米国 RIMS の
下期 NEW
戦略的リスクマネジメントの活用～

S-1

申込必須

企業の戦略の策定と実行に関連してリスクマネジメントを効果的に活用することが、ますます必要
になってきています。ISO でも全社的な視点からのリスクマネジメントの活用が強調されています。
コース概要

ISO をさらに効果的に活用するためにも、リスクマネジメントの事業戦略への統合が求められていま
す。本コースでは、世界的なリスクマネジメント組織である、米国 RIMS（ Risk and Insurance
Management Societ y）の戦略的な全社的リスクマネジメントのフレームワークに基づいて、日
本企業でのその導入と活用について考えます。

参加対象者

●経営幹部

●管理職

予定講師

神田

研修時間

14:00 〜 16:00

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

● ISO 担当者
2023年3月1日（水）／オンライン

良
日程

S-2

申込必須

①リスクマネジメント導入の準備
②戦略的リスクマネジメント・フレームワーク
プログラム

③戦略的リスクマネジメントの進め方
④戦略的リスクマネジメントの評価
⑤戦略的リスクマネジメント体制の成熟度

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

新入社員研修

S-3

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（2022 年新卒者のみ）

予定講師
日程

41

申込必須

グループワークあり

株式会社インソース 専門インストラクター
2022年4月7日（木）〜8日（金）

※本ガイドに掲載している内容は全て無料です

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
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S-4

申込必須

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

S-5

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

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

S-6

S-8

申込必須

S-9

申込必須

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

S-10

申込必須

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

S-7

S-11

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

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
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※本ガイドに掲載している内容は全て無料です

申込必須

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
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S-12

申込必須

SDGs に取り組む組織様へ
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

S-13

SDGs 診断

申込必須

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

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

2） JIS Z 26000:2012（ ISO 26000:2010）
3） TCFD の原則

S-14

申込必須

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

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

S-15

申込必須

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 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
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
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※本ガイドに掲載している内容は全て無料です

46

SDGsに関する無料セミナー

A-9

SD G s スタートアップセミナー
～現状の取り組みを活かす～
（座談会で理解を深める）

下期 NEW
集合セミナー

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。今、それぞれの組織が無意 識のうちに取り組んでいる内容が、SDGs の取り組みにどう寄与してい
コース概要

るのかの気づきから国際的なガイドラインや、規 範に沿った取り組みに繋げるためのポイントを解説します。
最後には座談会形式で、皆さまが疑問に思っていること、今日の講義以外のことでもざっくばらんに議論できる
時間を設けます。

参加対象者

SDGsに寄与する
マネジメントシステムの運用

個人ワークあり

予定講師

全般
近藤 明人

2022年10月4日（火）／東京
日程

研修時間

① SDGs 概要
プログラム

2023年2月16日（木）／東京

10:00 〜 16:00

② SDG ｓの取り組みの現状把握（自社の SDGs・マッ
ピング）

④ SDGs の取り組みの次へのステップの準備
（マテリアリティの特定方法検討）
⑤ 座談会

③現状把握の結果からみる課題特定と解決策検討

2023年3月7日（火）〜8日（水）／オンライン

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。
全般
2022年4月15日（金）／オンライン
① SDGsとは？（国連で採択された背景）
② SDGsの概要
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※本ガイドに掲載している内容は全て無料です

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）
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「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〜

グループワークあり

今や傾聴は職場内コミュニケーションにおいて必須のスキルです。しかし実際には、相手の話を聞かず、本心
を理解しないままに解釈し、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という
経験をされた方も多いのではないでしょうか。本講座では、職場内の人間関係構築等にも大きな影響を及ぼす、
傾聴の各種基礎技法を学びます。
● ビジネス分野の方全般
浅川 浩

2022年9月15日（木）／オンライン

10：00 〜 16：00

定員

① 傾聴とは何か
② カウンセリングの傾聴技法

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

最大定員15 名

※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〜

グループワークあり

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スキルの一つです。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
活用出来るようになることを目指します。

「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〜

● ビジネス分野の方全般

グループワークあり

内部監査では、監査対象部門が消極的で口を閉ざしてしまうケースなども少なくないかと思われます。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。

10：00 〜 16：00

● 内部監査員

① アサーションとは
② アサーションのタイプ

● ISO 推進事務局等、内部監査に関わる方

浅川 浩
10：00 〜 16：00

2022年6月2日（木）／オンライン
定員

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

定員

〜プレゼンの基本的な理解と自己紹介を題材にした実践演習〜

③ アサーティブな表現方法
④ DESC 法を活用したロールプレイ実習

「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〜

グループワークあり

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。本講座
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プレゼンスキルのアップを目指します。
● ビジネス分野の方全般

グループワークあり

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
にしてしまっている方も多くおられます。本講座は、厚生労働省で開発されたキャリアコンサルタント用の各種
キャリア技法や有名なキャリア理論等の中から、中高年のセカンドキャリアを考えていく上で有効なツールの紹
介と作成方法をお伝えすることにより、今後のライフキャリアを明確にする一助となることを目指します。
● ビジネス分野の方全般（特に中高年の方）
浅川 浩

浅川 浩

最大定員15 名

※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。

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

「伝達力（プレゼンスキル）」養成基礎講座

10：00 〜 16：00

2022年10月6日（木）／オンライン

最大定員15 名

※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。

2022年11月16日（水）／オンライン

2022年8月3日（水）／オンライン
定員

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 自己紹介プレゼンについて

最大定員8 名
④ プレゼンを成功に導くフィジカルスキル
⑤ プレゼンの最終演習と評価

※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。
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浅川 浩

10：00 〜 16：00

定員

① 自分を理解する：ライフキャリアデザイン
② 人生100 年時代の環境を理解する

最大定員15 名
③ 未来の自分を知る（1）：ライフキャリアレインボー
④ 未来の自分を知る（2）：長期のライフプランニング

※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。
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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〜

‼‟‵⁞⁔キッズプログラム
オンラインイベント

グループワークあり

「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。

サイエンスは

● ビジネス分野の方全般
浅川 浩

2022年12月7日（水）／オンライン
定員

10：00 〜 16：00
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

最大定員15 名

④ 習慣化と優先度
⑤ ビジョン達成のための具体的手法

協力：エンタメ学習プログラム開発チーム「$620$1$&7,9(」 ・手作り科学館

※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。

([HGUD（エクセドラ）

日科技連・,62審査登録センターでは、登録組織に在籍されている方々のお子様を対象に、

H-7

「アンガーマネジメント」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〜

グループワークあり

「アンガーマネジメント」は、1970 年代にアメリカで生まれた心理教育や心理トレーニングです。当初は犯罪
者のための矯正プログラムなどとして活用されていましたが、時代と共に一般化され、現在は日本においても、
企業等の研修などにも取り入れられるようになっています。本講座では「怒り」という感情や怒りのコントロー
ル法を学び、ビジネスや日常生活においても活用できるようになることを目指します。

浅川 浩

2023年2月8日（水）／オンライン

10：00 〜 16：00

定員

① アンガーマネジメントとは
② 怒りのメカニズム

③ 怒りと歪んだ認知との関係性
④ 怒りのコントロール法

対象

最大定員15 名

定員

※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。

「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〜

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

最大定員15 名
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。
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月

日（土） – 

申込締切月日 金

ご自宅よりオンラインで参加ください：=RRP開催
ネット環境があれば、日本全国より参加可能です！

小学校３年生～６年生

（内容は３年生以上が対象のものになりますが、１年生～２年生のお子様も参加可能です。）
※人数制限はなくしました！（ご兄弟や友達お誘い合わせの上ご参加ください）
※基本お子様１名１端末でお願いします。
※低学年の方は、保護者の方とご参加ください。

先着名様 基本お子様１人１端末でお願いします

①右記アドレスhttps://questant.jp/q/GFJAW8GZ からお申込みていただくか、
②右記45コードを読み込んでいただき、必要事項を入力してください。
※登録番号が必要となります。 例5$●●●

プログラム内容
グループワークあり

2023年3月15日（水）／オンライン
定員

8

■お申込み受付中！
■=RRP受講案内は、開催日程前にメールにて送信いたします。

● ビジネス分野の● ビジネス分野の方全般方全般
浅川 浩

2年

お申込方法

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
クなエクササイズを通して、フォロワーシップのスタイルやリーダーとフォロワーの関係性を学びます。

10：00 〜 16：00

日時
会場

● ビジネス分野の方全般

H-8

オンライン（=RRP）でご自宅から参加可能な、「-&OXE .LGVプログラム」を本年度も、開催
いたします！ご協力いただいている「$620$1$&7,9(」様は、「遊び」×「学び」×「体験」をコン
セプトに未来を生きる子供たちが楽しく学び、成長できる場を提供しているチームです。お子様方には、
なぞ解きを通じて楽しく【サイエンス（理科分野）】を学び、より身近なものに感じていただく良い機
会になればと思っております。夏休みの自由研究にも最適ですので、この機会に是非ご参加ください。

小学生向けエンタメ学習プログラム！ 「水の不思議」
～謎解きを楽しみながら、理科の世界に触れてみよう～

◆ご自宅で一緒に実験に参加できる方はご準備ください◆
・スポイト・水（500mL程度）・お皿やお盆・コップ
・ビー玉（10個程度）・割り箸・水性ペン（黒）
・2cm×10cm程度の白い紙１枚（コピー用紙、ティッシュ
コーヒーフィルター、半紙、キッチンペーパーなど）
・タオル

本イベントは、謎解きをしながら楽しく理科の不思議を学べる

エンタメ学習プログラムです。次々に出題される様々な謎解きを楽しみつつ、今回は「水の不思議」の学習や実験が
できる体験型プログラムとなっております。実験に参加しなくとも、視聴のみで参加できます！
※「野生動物の不思議」から「水の不思議」へテーマが変更となりました。

◆イベントの主な流れ

①水についての謎解き（謎の答えが理科の学びに繋がります！）

③水に関する実験と学習（手作り科学館([HGUDより）

②解説

■実験：１．ひとしずくの形を見てみよう ２．表面張力ゲーム ３．ペーパークロマトグラフィー

これらを繰り返すことで自然と楽しく子どもたちが水の不思議に触れ、理科を学ぶことができます。
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J- ナレッジ

何名まで申込ができますか？
…………………………………………………………………
これまで1つの取得 MS につき 2 名という制限がありま
したが、2022 年度より人数制限を無くす運びとなりま
した。
※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。

J-ナレッジのご紹介／よくあるご質問

よくあるご質問
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】

アーカイブセミナーを視聴している途中で、
突然視聴が出来なくなりました。

https://zoom.us/test より接続テストを実施してください。

…………………………………………………………………
事前にお送りしているアーカイブ専用のIDとパスワード
では、１つの端末につき1つのIDとパスワードでのみ、
入室が可能です。
先に視聴していた方がいても、別の方が後から同じIDと
パスワードで入室してしまうと後から入室した人が優先さ
れてしまいます。その為、アーカイブセミナーを利用する

事例検索サービス（J- ナレッジ）2022 年版の【ログインID・PW】は、

際は重複しないよう、必ず利用の順番を決めてください。

2022年4 月1日よりJ-Club サイトに掲載させていただきます。

等、連絡担当者の方は ID 管理の徹底、情報共有の周知

1つの端末で社内セミナーのように複数人ご視聴いただく
をお願いいたします。
※I D とパスワードの重複がなく、同じ不具合が出る場合は別途ご相談
ください。

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

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（検索サービス）の申込方法
https://www.juse.jp/j-club/knowledge/

…………………………………………………………………
お申込みしている集合セミナーに対し、こちらからの中止
の連絡が無い場合は、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大予防の対策を講じたうえで、予定通り開催する方針
としております。
しかし、新型コロナウイルス感染症については日々状況
が変化しております。
そのため、今後の感染の広がりや政府方針の変更に伴い、
開催の中止及びオンラインへの変更等の変更が生じた場
合には、速やかに受講者様へメール又はWebサイトへの
掲載等の方法にてご案内いたします。

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。

下記 URLよりログインしてください。

コロナの関係で開催が
中止になる場合の対処は？

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。

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。

M-7 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-7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。

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。

オンラインで開催予定の「M-7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。
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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
・「設計・開発」の捉え方と柔軟な運用
・品質工学（タグチメソッド）概要解説コース
・はじめての ISO9001
…………………………………………………………………

●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 審査員
【担 当】
・ISO/IEC 27001（ISMS）概要解説コース
…………………………………………………………………

●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
…………………………………………………………………

●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）
・企業事例に学ぶ内部監査の効果的な運用
・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 で経営に役立つ ISO システム強化」コース
…………………………………………………………………

●国府 保周

JRCA 登録 QMS 主任審査員
【担 当】
・「リスク及び機会」の正しい捉え方と
「承伝の術技」の方え考
・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～
・実のあるマネジメントシステム活動とするために
・内部監査報告書の書き方と調べ方［ISO 9001］
…………………………………………………………………

●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 室長
【担 当】
・リスクマネジメントの基本
・BCP の基本
・新しい個人情報管理（PIMS：ISO/IEC 27701）
…………………………………………………………………

●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
…………………………………………………………………

●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
・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
…………………………………………………………………
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●武川 和洋

【担 当】
・TQM 概要解説コース
…………………………………………………………………

●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
…………………………………………………………………

●平山 貴之

営業・企画グループ
【担 当】
・失敗学入門編
…………………………………………………………………

●今野

J-select
●加藤 洋一

JRCA 登録 QMS 主任審査員

勤

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

●恵畑 聡

（一財）日本科学技術連盟 嘱託
【担 当】
・問題解決の基本
・標準化の基本
・やさしい QC 手法（N7）
・標準化と品質管理
…………………………………………………………………

●伊藤 和憲

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
…………………………………………………………………

●福丸 典芳

専修大学 教授

【担 当】
・コストマネジメントの基本
…………………………………………………………………

●村川 賢司

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
…………………………………………………………………

●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
…………………………………………………………………

●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

村川技術士事務所代表
【担 当】
・方針管理の基本
・日常管理の基本
…………………………………………………………………

●石川 朋雄

企画システムコンサルティング代表取締役

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。

【担 当】
・はじめての発想法
・商品企画七つ道具の基礎
…………………………………………………………………

●渡辺 顕

日本ヒューマンファクター研究所
【担 当】
・プライバシー情報マネジメントシステム（ISMS-PIMS） 【担 当】
について
・品質とヒューマンファクター
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

●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
…………………………………………………………………

●沖村 克行

●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

日科技連 ISO 審査登録センター
品質・環境・労安審査室
【担 当】
・サービスエクセレンス規格

解説と実践のポイント

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
・老舗企業に学ぶ持続的競争力構築のマネジメント
・J-Club 講演会 :
ISOにおける全社的リスクマネジメントの導入に向けて
～米国 RIMS の戦略的リスクマネジメントの活用～
…………………………………………………………………

●近藤 明人

麗澤大学経済学部 准教授
【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
・経営における環境分析とビジネスモデルの設計
・SDGs 入門編：SDGs の概要を学ぶ
・SDGs スタートアップセミナー
～現状の取り組みを活かす～
（座談会で理解を深める）
…………………………………………………………………

J-Hiroba
●浅川 浩

中小企業診断士 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
【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
～プレゼンの基本的な理解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」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～
…………………………………………………………………

58

