
■研修スケジュール
No. 研修名 時間

(所要)
⽬的 ねらい 内容 事前課題

1 冒頭あいさつ
研修概要説明

9:00-9:10
(10min) － ⼀般職から上級職に⽴場が変わることへのマインドチェンジ ⼈事部⻑から激励の⾔葉 なし

2 労務(1)勤怠管理 9:15-10:35
(1h20min) 基礎知識 勤怠管理・労務管理の注意点を理解する

・勤怠管理（FX承認、残業、出張、年休など）
・労務管理（36協定、労働時間、コンプラ、
安全配慮義務、服務など）

なし

3 労務(2)多様な働き⽅ 10:35-11:10
(35min) 基礎知識 多様な働き⽅への⽀援について理解する 多様な働き⽅のメンバーとの接し⽅、

育成⽀援、制度について なし

4 労務(3)ハラスメント 11:20-11:45
(25min) 基礎知識 管理者としてハラスメントの基礎知識を習得する

・ハラスメントの概要
・管理者として注意すること
・社内外の相談窓⼝

なし

5 財務研修 12:50-13:15
(25min) 基礎知識 上級職として経費⽀払・精算の承認をするうえで必要な知識を

理解する

・経費使⽤の業務フロー
・ブラザーの統制の考え⽅
・誤った処理事例
・経費使⽤ガイドライン

なし

6 派遣管理 13:20-14:10
（50min） 基礎知識 派遣管理の基礎知識を習得する ・派遣と請負

・受け⼊れのポイント、注意点 なし

7 コンプライアンス 14:20-15:15
(55min) 役割認識 管理者の⽴場からコンプライアンスについて考える

・コンプライアンスとは
・職場でのコンプライアンス違反を防ぐには
・内部通報相談窓⼝のご案内、相談・通報事例

なし

8 内部統制 15:35〜16:30
(55min) 役割認識 内部統制上の管理者の役割を理解する ・財務報告の内部統制

・内部統制と管理者の役割 なし

9 安全衛⽣ 16:40〜17:30
(50min) 基礎知識 安全防災上、上級職としてメンバーをもつ⽴場となり、

気を付けなければならない点などの理解をする

⼀般安全防災教育
安全配慮義務における確認事項
安否確認システム

なし

10 安全保障貿易管理
輸出⼊管理教育

13:00〜14:30
(90min) 基礎知識 ブラザーにとって重要な安全保障貿易管理・輸出⼊管理について上級

職としての役割を理解する

・安全保障貿易管理、輸出⼊管理について
・安全保障貿易管理、輸出⼊管理における上級職としての
 役割について

なし

11 BPMN可視化⼿法の理
解

14:40〜15:40
(60min) 基礎知識 BPMNフロー図の読解レベル知識習得

１．BPMN概要
２．読解レベル知識習得
３．活⽤事例
４．学習プログラム紹介
BPMN作図講座受講者は受講不必要（もしくは復習）

なし

12 法務 15:50〜16:20
(30min) 基礎知識 上級職として契約業務を⾏うにあたって留意すべき／

気づくべき勘所・スキルを養う

・管理者として実務上注意すべき法的事項等具体例
(契約トラブル対応、契約締結⼿続き、契約に関わる部下のマネジ
メント、関連法規制)

なし

Day3 13 グローバル憲章 15:30-18:00
(2h30min) 役割認識

「グローバル憲章」及びビジョン「At your side 2030」の意義を上級職
の視点から掘り下げ、⾃⾝のミッションに合致した
⾏動イメージを獲得する

・グローバル憲章（及びビジョン）の意義を考える
・上級職としての⾏動／リーダーシップについて考える なし

Day４ 14 ⼈事制度(1)
上級職評価制度

13:00-17:00
(4h) 基礎知識 上級職評価制度（MUP/PS）の考え⽅を理解する 上級職評価制度の概要およびMUP/PSの

作成について なし

Day５ 15 社⻑からの期待 14:10~15:00
(50min) 役割認識

・組織あるいは専⾨技術のリーダーとして常に⾃らを⾼める意識をもつ
・役割を果たすための知識を⾝につける
・後進の指導に対する理解を深め、実践につなげる準備をする

・"At your side."の重要性
・リーダーの役割
・部下が伸びる経験づくり

Day 6 16 メンタルヘルス 13:10-17:00
(3h50min) 基礎知識 メンタルヘルスのラインケア及び安全配慮義務について上級職として必要

な知識・考え⽅を学ぶ メンタルヘルス対策、問題解決 なし

Day 7 17 1on1部下育成 13:10-16:00
(2h50min) 基本スキル

組織のパフォーマンスを向上させる為、⾃分⾃⾝の有り⽅や関わり⽅を
⾒直し、部下の育成に有効な関わり⽅およびコーチングスキルを⾝に付
ける

・1on1の進め⽅
・⽇常のコミュニケーションの感覚をつかむ
・信頼関係の構築
・部下の価値観、モチベーションの源泉の理解
・部下の強みの引き出しと強化

なし

Day 8 18 ⼈権 11:05-11:55
(50min) 役割認識 ⼈権とはどんなものか、⼈権を学んで得られる

ものは何かについて学ぶ
・⼈権とは
・同和について なし

Day９ 19 ⼀郎さんと語る会 (各回55min) 役割認識
・今、抱えている悩みを解消する⽷⼝を⾒つける
・社⻑からのアドバイスで、⾃⾝の⾏動に気づきを得る
・最初の⼀歩を踏み出すためのポイントを学ぶ

新任上級職のみなさんから相談したいこと、聞きたいこと、⾃慢した
いことなどを語ってもらい、社⻑からフィードバックのコメントを⾏う なし

Day10 20 ベーシックマネジメント 9:00-17:00
（14h） 基本スキル ・マネジャーに求められる成果を出すための思考ステップの理解

・⾃組織の現状とあるべき姿を整理する

・マネジメント全体像
・成果創出に向けた打ち⼿
・メンバーを⽣かす打ち⼿
・ケーススタディ

有り

Day11 21 会⻑と語る会 9:30-11:30
(2.0h) 役割認識

・「ブラザーＤＮＡ」の継承を理解し、意識を⾼める
・会⻑との直接対話を通じて、マネジメントの重要性、
グループ戦略・リーダーシップへの理解を深める

・ブラザーのDNA
・グローバルリーダーとしての求められる資質 なし

22 ⼈事制度(2)
部下評価のポイント

13:00-17:00
(4h) 基礎知識 ⼈事制度における部下への評価の考え⽅、⾯談時の具体的なアプロー

チについて学ぶ
部下の⽬標管理評価と⾏動評価の考え⽅、フィードバック等の⾯
談スキル

①課題シート
《当⽇持参》
②「⼈事制度
（1）上級職
評価制度」のテ
キストを再読

23 キャリア開発計画 17:10-17:40
(30min) 基礎知識

・キャリア開発の視点を⾝につける
・年代毎に求められるスキルと⽬指す姿を意識する
・キャリア開発計画と⾯談実施の基礎を学ぶ

・計画的な教育・訓練を実施するための⽬標設定
・キャリア開発計画の記⼊
・キャリア⾯談のポイント

なし

Day13 24
プリンシパル経験者と
語る会
(専⾨職向け)

A:14:10-15:00
B:11:05-11:55

(50min)
役割認識 プロ系上級職に対する理解と求められる⾏動や果たすべき役割などを理

解し、⽇々の⾏動と今後を考える機会とする ・専⾨技術のリーダーとしてどうあるべきかについて意⾒交換 なし

Day14 25 ⼈財育成・組織開発 13:10〜16:00
(2h50min) 役割認識 上級職の重要な役割として、エンゲージメント向上に向けた働きかけを

探求する
・エンゲージメントとは
・エンゲージメント向上に向けたマネジャーの働きかけとは なし

Day15 26 上級職向け
介護セミナー (2h) 基礎知識 上級職として「介護制度と、仕事との両⽴が図れる職場づくりの必要

性」を理解し、介護に対する⽀援の⾵⼟醸成に向けた⾏動を考える
・介護保険制度、社内の両⽴制度
・仕事との両⽴の注意点 なし

27
Be-Learning
1. 社内規程概説
2. 技術情報NDA

基礎知識 管理者が知るべき基礎知識を学ぶ

1. 新任上級職研修_社内規程概説
2. 新任上級職研修_知的財産
（技術法務） _技術情報NDA

※ＢＩＬＷＥＢ　Be-Learningページより、
上記教材を選択し学習を進めてください。

－

GM 新任GM考課者研修 13:00-17:00
(4h) 基礎知識 上級職MUP評価とPS評価の考え⽅を学ぶ ・制度をツールとして活⽤し、上級職の⼈財開発、

 ⼈財レベルの向上について －

Day1

Day2

Day12

《 ⽬的 》
・上級職として経営視点に⽴った役割の認識
・上級職としての役割上必要となる「考え⽅」「知識・スキル」の理解と習得

2022年度 新任上級職研修 オンライン開催
《 ゴール》

・組織或いは専⾨技術のリーダーとして、常に⾃らを⾼める意識を持つ
・役割を果たすための知識が⾝についている
・後進の指導に対する理解を深め、実践に繋げる準備が出来ている
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