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貸 出 要 領 

 

山形職業能力開発サービスセンターでは、県内各企業の従業員教育訓練への一助とし

て、教育訓練用ビデオソフト等を多数備えております。新入社員研修等、従業員の教育

訓練に際し御利用いただき貴社の発展にお役立ていただければ幸甚です。 

 

１．ご利用を希望する場合は、別添の借用申込書を提出してください。（FAX可） 

２．貸出し期間  ビデオ・ＤＶＤは１０日間まで。（休日も含む） 

図書は１４日間までです。（  〃  ） 

３．貸出し本数  １回につき ビデオ・ＤＶＤは合わせて５巻まで 

図書は５冊までです。 

４．送付の場合は、往復に要する費用はご負担いただきます。 

５．貸出しの取扱いは、土曜・日曜・祝祭日を除き毎日行っております。 

但し、郵送をご希望の場合は、２日以上の余裕をもってお申し込みください。 

６．ビデオの返却の際は必ず巻き戻してください。 

７．ケースと中身を入れ違えないようにして下さい。 

８．ソフトのコピーは違法です。固く禁止します。 

９．返却予定日は確実にご返却いただける日を記入して下さい。 

１０．ケースの中身の破損が無いように、必ず梱包して返却して下さい。 

 

      

   

 

＊「職業能力開発推進者」を選任し、山形県職業能力開発協会長あての選任調べ（届）

を当センターへ提出している山形県内の事業所・団体。 

＊「職業能力開発推進者」とは、企業において社員の職業能力開発を計画的に推進  

するキーマンであり、職業能力開発促進法第１２条において、「事業主は、推進者を

選任するよう務めなければならない」と定められています。 

＊「職業能力開発推進者」の選任調べが提出されていない場合は、ご相談下さい。 

 

［問合せ先・申込み先］      

山形職業能力開発サービスセンター 

            〒990-2473 山形県山形市松栄２－２－１ 

            tel 023-644-4250／fax 023-644-2865 

            am9:00 から pm5:00（土・日・祝祭日を除く） 

利用資格 



 

 

 

 借 用 申 込 書 

平成  年  月  日 

山形県職業能力開発協会長 殿 

 

 所 在 地  〒 

 

企 業 名 

 代表者名                              ○印  

 

借用の際は、貸出要領を固く遵守します。 

下記【ビデオ・ＤＶＤ・図書】の借用を希望します。（○で囲んでください） 

（貸出本数は一回につき ビデオ・ＤＶＤ合わせて５巻、図書５冊までとなっております） 

 

借用責任者 職名（部署名）       氏名 

借用者連絡先 TEL   -   -         FAX   -   - 

 Ｎo． タ  イ  ト  ル  名 

１   

２   

３   

４   

５   

 

 借  用  期  間 借用・返却方法 

借用希望日 

 

平成  年  月  日から 

 

 

平成  年  月  日まで 

 来所 （   時頃） 

 送付希望 

返却予定日 
 来所 （   時頃） 

 送付希望 

                        ※○で囲んで下さい。 

                         Fax ０２３－６４４－２８６５ 



 

 

 

 
 
 

 

誰にでも出来る！改善 KAIZEN 道場 

本間正人のコーチング  

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

４８ 
着眼！仕事のあるところ改善あり 16分 

どうすれば問題に気づくのか、改善に着眼する

ポイントを具体的な事例を通して紹介。 

●改善とは何か？ 

●改善すべき問題とは？ 

●どこにでもある改善の芽 

DVD 

４９ 
着想！思いこみこそ改善の壁 18分 

原因追及から対策を立案するまでの着想ノウ

ハウをドラマと事例を通して紹介し、効果的に

改善をすすめる定石を解説。 

●思いこみが改善を阻む 

●すぐに使えるノウハウ(せめる､へらす､かえ

る) 

DVD 

５０ 
着手！実行こそが改善のすべて 20分 

着実な成果に結びつけていくための手法を学

び、改善に着手、実行するポイントを紹介。 

●着手とは 

●とりあえず実施！ 

No. タイトル 時間 内 容 

 

DVD 

５１ 

 

第 1巻 コーチングの基本的考え方 

目標管理とコーチング 
50分 

 

企業の人事・研修担当者をはじめ各種団体での

勉強などに幅広く活用いただけます。  

コーチングとはどういったものなのか、その基

本的な考え方から、第 3.4.5巻ではコーチング

の発展編として本間正人氏がレクチャー形式

で解説します。 

 

 

 

第 2巻 聴くスキル、質問のスキル 

ほめ上手 しかり上手  

GROWモデルの活用法 

81分 

第 3巻 キャプテンシップの考え方 27分 

第 4巻 グループ・コーチングの発想 14分 

第 5巻 セルフ・コーチングの基本 14分 

2015 年 12 月新刊のご案内 



－１－ 

 

■新入社員用 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

７９ 
企業人へのパスポート 24分 

学生社会との違いや、企業人としての姿勢・心構

えをまとめた内容です。 

VHS 

255 

外国人研修生オリエンテーション 

ようこそ日本へ ※英語版 
30分 

外国人研修生のオリエンテーションで重点的に

指導しなければならない事項をまとめた研修生

向けのビデオです。 

新入社員実力養成講座 

新入社員研修シリーズ 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

１ 

〈心構え編〉 

自分の人生に責任を持とう！ 
22分 

人生・仕事に対する姿勢や取り組み方について、

新入社員一人ひとりに考えさせる内容です。 

DVD 

２ 

〈けじめ・マナー編〉 

信頼される社会人の条件 
21分 

信頼される社会人になるための「けじめ・マナー」

について具体的に紹介しています。 

DVD 

３ 

〈電話応対編〉 

受け方・かけ方のポイント 
26分 

仕事をすすめていくうえで、最も基本となる電話

対応のマナーについて、ロールプレイなどを交え

て研修できる構成となっています。 

DVD 

４ 

〈来客・訪問編〉 

応対・応接のポイント 
29分 

来客・訪問時のお客様への接し方について、ロー

ルプレイなどを交えて研修できる構成となって

います。 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

４９ 

心がまえ 

－まずやってみよう－ 
21分 

認められるための第一歩 

指示待ちではいけない、自ら積極的に仕事を探す 

「言葉」についての３つのアドバイス 

VHS 

５０ 

電話対応 

－こんなときどうする－ 
25分 

受け方編・かけ方編（良い例・悪い例） 

FAXの送り方 

VHS 

５１ 

命令・報告 

－こうすれば役立つ－ 
25分 

命令の受け方・報告の仕方（良い例・悪い例） 

報告書の書式 ５W１Hの重要性 



－２－ 

 

新入社員対象 フォローアッププログラム 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

９８ 
なぜ基本が大切なのか 30分 

ぜひとも身につけておかねばならない基本の心

構えをはじめ、電話の応対、報告の仕方、言葉づ

かい、接客・応接のマナー等を再チェックします。 

VHS 

９９ 
どうしたら期待に応えられるか 30分 

理想と現実のギャップや人間関係などの悩み、不

満を解決していくために“シンキングドラマ”や

先輩の体験談などを紹介します。 

よくわかる仕事の基本とすすめ方 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

138 

どうする？ 

上司の指示をうけたとき 
25分 

「指示・命令→報告・連絡・相談」という基本的

な仕事のすすめ方を徹底的に学びます。 

VHS 

139 

どうする？ 

オフィスの電話が鳴ったとき 
25分 

電話を扱う不安を解消し、その上で実施すべき電

話の受け方、かけ方、取り次ぎ方、間違い電話の

対応などを取得します。 

自己管理を考える 君は、朝、元気に出社できるか！ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

158 
高須君の健康管理 25分 新入社員や若手社員の方々に「自己管理」の大切

さを考えてもらい、その意義づけを図っていくも

のです。健康管理や金銭管理の大切さを手工無く

意識付けできます。 

VHS 

159 
沢井さんの金銭感覚 25分 

こらから君はプロフェッショナル 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

172 
物づくりってなんだろう 25分 

学校と会社とはどう違う？ 

会社はどうして利益を上げる？ 

会社でものがつくられる仕組み 

VHS 

173 
マナーを守ってプロへの変身 25分 

会社のルールを守ろう 

安全第一って何だろう 

エチケットを守ろう 

ユーモアのある職場生活を 

VHS 

174 
意外な発見仕事の流れ 25分 

命令を受ける 

段取りとは何か 

仕事の後始末・報告を忘れない 



－３－ 

 

信用を高めるビジネスマナーチェック＆実践 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

234 
携帯電話編 15分 

会社のバッチ（社章）をつけて携帯電話使用のマ

ナー違反をしている人が目立ちます。 

携帯電話使用の基本と考え方を紹介します。 

VHS 

235 
パソコン編 19分 

便利さゆえにルール逸脱の使用が多発する会社

支給のパソコン。必需品となったパソコンにも使

用ルールとマナーがあることを教えます。 

VHS 

237 
他社訪問編 18分 

他社を訪問しているとき“会社を代表している”

という意識が欠けている事はないでしょうか？ 

訪問時の具体的マナー・心得を解説しています。 

VHS 

238 
仕事の進め方編 21分 

小さなミスを報告しなかったために重大なトラ

ブルに発展。こういった経験を持つ人は少なから

ずいるものです。周囲に迷惑をかけない仕事のす

すめ方の基本を教えます。 

VHS 

239 
お客様お迎え編 19分 

わざわざ足を運んでくださったお客様には、心を

込めて応対したいものです。お客様に、自社のフ

ァンになっていただくためのお迎えの心得を紹

介します。 

VHS 

240 
ビジネス電話編 18分 

普段、仕事で何気なく電話をしている私たちです

が、CS活動の視点チェックしてみるととれだけ

気配りができているでしょうか？さらに一歩踏

み込んだビジネス電話の応対法を紹介します。 

VHS 

241 
言葉づかい編 16分 

不快な言葉づかいを相手に知らず知らずのうち

にしていることはなでしょうか？言葉の大切さ

と相手を思いやる言葉づかいの心得について学

んでいきます。 

VHS 

242 
社会人としてのけじめ編 15分 

会社生活に慣れてくると「これくらいいいだろ

う」とルールを無視したり、ルーズになる人が少

なからずいます。けじめのなさが信用を失いかね

ないことに気づいてもらいます。 

VHS 

243 
気配り編 15分 

最近の若手社員は自己中心の傾向が強く、他人へ

の配慮が足りないと言われています。ここでは、

具体例を通して気配りの考え方とコツを紹介し、

その動機付けを図ります。 
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実践！ビジネスマナーのすべて 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

194 
来客応対と他社訪問 16分 

オフィスで、訪問先で恥をかかないビジネスマナ

ーを実践するための「来客対応と他社訪問のポイ

ント」をドラマ仕立てで解説します。 

VHS 

195 
電話・携帯電話編 16分 

オフィスで、訪問先で恥をかかないビジネスマナ

ーを実践するための「電話・携帯電話を利用する

ときの基礎知識」をドラマ仕立てで解説します。 

社会人の常識・企業人の責任 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

203 

見直します！ 

正しい敬語と言葉づかい 
25分 

社会人・企業人としてふさわしい言葉づかいを習

得します。 

VHS 

204 

守ります！ 

仕事のルールと社員の倫理 
25分 

「大きな不正・不祥事も、ほんの些細なことから

始まる」という事例を紹介し、さまざまな誘惑に

負けず、常に正しく、けじめをもって行動するよ

う啓発します。 

VHS 

205 

実践します！ 

いつもお客様第一主義 
25分 

CSとは何かを自らの仕事に即して理解させ、自

分（会社）中心ではなく、常にお客様中心で考え、

行動するように動機づけします。 

仕事の基本とルール 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

３９ 
学生と社会人の違い 23分 

社会人に必要な大切なことを伝える研修用 DVD 

業務を覚える前に知らなければならない仕事の

基本とルールがあります。本 DVDは社会人 1年

生が失敗を重ねて成長する過程をドラマで演出

した学生、内定者、新入社員に最適な研修用教材

です。 

DVD 

４０ 
社会人に必要な５つの意識 19分 
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■若手・中堅社員用 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

161 
自ら鍛えよ！中堅社員 24分 

入社 5～10年の社員を対象に、現場のリーダー

としての役割と責任の啓蒙・動機付けを図り、具

体的な考え方・行動のあり方を解説します。 

新“なぜ”から見直す仕事の基本 ～本当に実力を身につけるために～ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

４ 
いま求められる「役割と心構え」 30分 

与えられた仕事をただこなすだけでなく、一旦立

ち止まって“なぜ”と考えてみること。これは、仕

事に携わるすべての人にとって、非常に大切なこ

とです。また、若手社員がさらにレベルアップし

ていくには、日々の仕事について“なぜ”と問いか

け、自分で考え行動することこそ大事だといえる

でしょう。本教材は、仕事の意味や自分の役割、

仕事のしかたなどについて、若手社員に“なぜ”と

いう視点で考えさせ、自分のあり方を見つめ直し

てもらうことをねらいとしたものです。さらにレ

ベルアップしてほしい若手・中堅社員の教育に、

最適な内容です。 

VHS 

５ 
いま求められる「仕事の取り組み方」 30分 

VHS 

６ 
いま求められる「コミュニケーション」 30分 

ビジネス最前線 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

１９ 
遅れた報告 40分 

「報告せよ」と催促されてからの報告は失格 

何かあったらその場ですぐ報告せよ 

「報告しない」は「仕事ができない」より悪い 

報告に対する管理者の義務 他 

VHS 

２０ 
切れたコミュニケーション 40分 

コミュニケーションを脅かすもの 

「言った、言わない」水掛け論の問題処理 

正しいコミュニケーションの相互関係 

情報伝達者、非伝達者それぞれの義務と責任 他 

VHS 

２１ 
部長の一喝 40分 

仕事の頼み方３ポイント 

他部門に頼める仕事の範囲 

任務に対する責任 

部下の失敗に対する管理者の包括責任 他 

VHS 

２２ 
無断直行 40分 

組織における規則の意義 

慣行が組織にもたらす影響 

やむを得ない事情と規則の優先順位 

規則に対する管理者の意義と行動 他 



－６－ 

 

積極人間のすすめ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

４４ 
デイリーワークの進め方 23分 

コミュニケーションを深めよう 

仕事を面白くするための上手な仕事のすすめ方 

VHS 

４５ 
自主目標への挑戦 23分 

自分の仕事を見つめ直そう 

仕事を進めていくうえで大切な PDCA 

VHS 

４６ 
めざせ T型人間 23分 

5年後の自分を考えよう 

自分自身の特徴を発見し個性を磨き、これからの

自分を設計することの必要性を解説します。 

できる社員の報告・連絡・相談 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

４７ 
「報・連・相」のねらいとポイント 27分 

あなたの「報・連・相」は間違っている 

「報・連・相」をレベルアップさせるポイント 

VHS 

４８ 
実力を高める「報・連・相」 27分 

的確な報告で仕事のスケジュール管理 

熱意ある相談で問題解決 

スムーズな連絡で円滑な人間関係 

物づくりのこころ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

121 
社会人としての心得 30分 小さな“なぜ”を考える 

VHS 

122 
プロフェッショナルとしての心得 30分 製造現場、5つの“なぜ”を考える 

VHS 

123 
自らすすめる改善活動の心得 30分 “なぜ”が仕事を大きく変える 
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新・物づくりのこころ 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

２５ 

社会人としての基本 

～なぜが人間的成長を促す～ 
40分 最近の製造事情を踏まえて、具体的な例をあげ

ながら、物づくりの基本的な考え方と心構えを

若手社員にわかりやすく紹介しています。 

さらに、“なぜ”をキーワードにした解説の工夫

をすることによって、より一掃理解を深めるこ

とができます。 

DVD 

２６ 

プロフェッショナルとしての基本 

～なぜでいい物づくりをする～ 
30分 

DVD 

２７ 

身につけよう改善活動の基本 

～なぜで成果をあげる～ 
25分 

輝く女性が企業を変える 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

179 
上巻 25分 

接客・オフィスワークの基本動作を解説 

VHS 

180 
下巻 25分 

働く女性のキャリア＆ライフ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

247 

両立生活は工夫の連続 

～結婚・育児とキャリア～ 
20 分 

女性の「継続就労」には、結婚・子育てが関門と

されているのが現状。様々な実例を通じ、知らな

いことによる不安を払拭します。 

VHS 

248 

自分を伸ばせる人が頼られる 

～続けるための力のつけ方～ 
20 分 

身近にモデルがいないことは、女性がキャリア形

成しにくい理由のひとつ。実例を加え、主体的な

キャリア形成のすすめ方を提示します。 

VHS 

249 

女性が活きる職場は個も活きる 

～みんなで考えるこれからの働き方～ 
20 分 

「男女雇用機会均等法の改正」「知的生産性競争

時代の到来」「能力主義の浸透」など、働き方を

めぐる環境変化を整理し、男女の枠を越えて個を

活かすこれからの職場づくりを提案します。 



－８－ 

 

■能力開発 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

９ 
必勝のプレゼンテーション 90分 

【基本心得】必勝のための 3スキル 

プレゼン（存在感）をいかに高めるか！競合他社

に大きく差をつけるための、プレゼン必勝の 3大

スキルをご紹介します。 

【事前準備】説得力あるコンセプト＆ロジックロ

ジカルで提案シナリオをいかにつくるか！プレ

ゼンの事前準備のポイントを紹介します。 

【本番当日】聞き手の心をつかむテクニック 

自分、聞き手、場の心理がプレゼンの成否を分け

る！プレゼン本番に使えるさまざまなテクニッ

ク（デリバリー・スキル）を紹介します。 

VHS 

３ 
能力開発実践のポイント 100分 

➀中堅社員を考える 

中堅社員の悩み、苦しみ、立ち直るドラマです。 

②仕事と人生を問い直す 

テストを実施しその結果分析を通して自らの仕

事と人生を考えます。 

③自信と信念をつくる 

中堅社員が強く活躍していくための自信と信念

づくりのポイントを解説します。 

VHS 

１２ 

学習企業をめざして！ 

職業能力開発推進者活動マニュアル 
30分 

職業能力開発推進者の役割、能力開発計画の作成

方法などを解説します。 

VHS 

１３ 

生涯訓練をめざして！ 

職業能力開発制度の紹介 
30分 

働く人の能力開発をどう進めるか、生涯学習の必

要性と推進方法を解説します。 

VHS 

１４ 
活躍する職業能力開発推進者 30分 

ある職業能力開発推進者の活躍を通して、必要性

と推進方法を解説します。 

VHS 

６７ 

始めよう能力開発 

～教育ニーズのつかみ方～ 
25分 

職業能力開発推進者が能力開発博士から、従業員

の能力開発についてアドバイスをされながら、立

案にこぎつけるまでの作業内容や問題点を描き

ます。 

VHS 

８４ 

社員を伸ばす 

～年間人材育成計画の立て方～ 
25分 

人材育成担当が、年間人材育成計画を立てるまで

の過程を追いながら、計画の立て方を「5W1H」

の手法に基づき解説します。 



 

－９－ 

 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

９７ 

活かそう！教育プラン 

～教育訓練技法の選択～ 
30分 

教育訓練技法中で講義法、事例研究、ロールプレ

イング、討議法、感受性訓練の特色と具体例及び、

それらの教育訓練法の選択の仕方を紹介します。 

VHS 

160 

いまこそ自己啓発！ 

～ワンランク上の自分をめざして～ 
25分 

身近な職場を例にとり、新しい企業人としてのあ

るべき姿、自己啓発法に伴う心得などをコミカル

な展開をおりまぜてわかりやすく解説します。 

VHS 

202 

活用してみませんか？ 

ビジネス・キャリア制度 
20分 

キャリア形成支援ツールとしての活用の仕方を

紹介しています。 

VHS 

229 

新時代の企業内キャリア形成支援 

CADS＆CADIの有効活用 
26分 

キャリア形成支援の必要性、CADS＆CADIの概

要、特徴、具体的な使用方法、ワークシートの記

入例等を解説します。 

VHS 

136 
女性社員の能力を生かす 23分 

女性社員の意欲をいかに喚起し、能力を最大にい

かしていくか、上司・先輩の姿勢はいかにあるべ

きかを解説します。 

DVD

５ 

VHS 

196 

事業内職業能力開発計画作成のご案内 46分 

なぜキャリア形成するのか、構成と基本、計画作

成実務、キャリア形成促進助成金の申請などをご

案内します。 

創造性開発のポイント 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

３５ 
固定観念を一掃する法 25分 

固定観念や先入観にとらわれていないかをチェ

ックし、ものの見方・考え方にメスを入れます。 

VHS 

３６ 
問題意識を駆使する法 25分 

創造力を十分発揮した改善策から創意工夫のコ

ツを紹介します。 

VHS 

３７ 
創造力を定着させる法 25分 

理屈だけでなく、実体験により創造力を養うポイ

ントを解説します。 

豊沢 豊雄のアイデア開発・発明発想術 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

132 
事例に学ぶ発想力の高め方 前編 28分 発明学会会長の豊沢豊雄氏による“発想力の高め

方等”の講演を通じてアイデア量産の方法、量を

おとさず質を高める方法、またアイデアが浮かん

だ場合どうすればよいかなどと学びます。 

VHS 

133 
事例に学ぶ発想力の高め方 後編 28分 



 

－１０－ 

 

自分を生かすキャリアデザイン 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

250 

思いをかたちにする 

～目指すところをみつけた人～ 
31分 

自分の仕事やその経験を自らデザインしていく

こと＝キャリアデザインとは、どういったことな

のか・・・ 

企業の第一線で働くビジネスマンの話と自分に

あてはめて考える“ワークシート”を通して、自ら

キャリアデザインしていくプログラムです。 

VHS 

251 

自分ならではの仕事を生む 

～何が大事か言える人～ 
27分 

VHS 

252 

自分の領域を拡げる 

～上手に仕事とつきあう人～ 
25分 

VHS 

253 

梦を仕事にする 

～仕事にミッションをもつ人～ 
25分 

VHS 

254 
キャリアデザインを始めよう 23分 

業務目標管理での評価は上司が「下す」ものでは

なく、部下との面談を通じて認識しあうもの。評

価の基準を解説し、面談の進め方を具体的に紹介

します。 



 

－１１－ 

 

■管理・監督者 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

７ 
自分の会社を診断する方法 85分 

「経営管理」「営業管理」「生産管理」 

診断のポイント 

VHS 

４２ 

業務の先を読むための目標先行管理 

基本編 
30分 

「目標先行管理とは何か」をテーマとして構成さ

れており、その考え方のベースとポイントについ

て解説します。 VHS 

４３ 

業務の先を読むための目標先行管理 

実践編 
30分 

VHS 

100 

朝礼が企業を変える 基本編 

 タナベ式朝礼法に学ぶ 
27分 

朝礼の定義や所要時間の手順、アクション、チェ

ックポイント、さらには効果的な手法の数々を提

示します。 

VHS 

101 

朝礼が企業を変える 実践編 

 成功事例に学ぶ 
20分 

工夫された朝礼の手法とその効果、そして経営幹

部や若手社員が朝礼に対してどのような考方・と

らえ方をしているかを探ります。 

VHS 

137 
OJT その効果的な進め方 30分 

OJTの基本的な考え方、効果的に進めていくうえ

での階段的発展の仕方や、それぞれのステップに

おける留意点を紹介します。 

VHS 

152 
新時代の企業像「感動を売る」経営 63分 

(株)ローヤル社長 鍵山秀三郎氏の経営観につい

ての内容です。 

VHS

153 
報・連・相・打が企業を変える 23分 

報告・連絡・相談・打合せは業務推進の基本であ

り、情報共有化の場である。 

VHS 

154 

顧客密着化への起爆剤 

クレーム対応が企業を変える 
23分 クレーム対応のポイントについて解説します。 

VHS 

175 
会議が企業を変える 25分 

業績アップの「会議」のすすめ方について解説し

ます。 



 

－１２－ 

 

リーダーのための「帝王学」 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

３８ 

リーダーの条件 

  ～偵察政要に学ぶ～ 
25分 

指導者に必要と考えられる徳目を取り上げ、実践

面で活用できるよう具体例を通して解説します。 

VHS 

３９ 

人望の条件 

 ～徳を身につける法～ 
25分 

「人望」を備えた人間となるための、ものの見

方・考え方を提示します。 

VHS 

４０ 

成功の条件 

  ～統率能力を高める方法～ 
25分 

企業リーダーが統率能力を最大限発揮し、目標を

達成するためのポイントを解説します。 

管理者の使命と役割 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

９１ 
管理者の基本心得 28分 

使命感をもつ 

経営意識を高める 

人間観を深める 他 

VHS 

９２ 
戦略の考え方・立て方 28分 

今日の企業環境とは 

企業の三大目標 

管理者の五大意識 他 

VHS 

９３ 
部下育成の考え方・進め方 28分 

「人間味」が売れている 

感動を体験させる部下育成 

部下の自主性を引き出す部下育成とは 他 

VHS

９４ 
業績管理の考え方・進め方 28分 

管理業務とは 

利益目標の求め方 

管理のプロセス 他 

VHS 

９５ 
職場活性化の考え方・進め方 28分 

レベルアップを図る燃える職場づくり 

まかせ方の基本ルール 

チームワークの五大原則 

VHS 

９６ 
リーダーシップ発揮の心得 28分 

リーダーシップ 4つのパターン 

リーダーシップとは何か 

これからのリーダーシップとは 他 



 

－１３－ 

 

リーダーの部下育成 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

165 
第一部 40分 

人材育成の基本方針 

部下を育成する管理者の姿勢のあり方 

部下の不満に対処する方法 

育成を継続していくためのノウハウ 

部下との人間関係を円滑にし、能力を伸ばす秘訣 

オン・ザ・ジョブの教育方法 

問題解決・欠点改善への意識改革 他 

VHS 

166 
第二部 63分 

VHS

167 
第三部 44分 

VHS 

168 
第四部 42分 

リーダーの責任と責任感 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

169 
第一巻 33分 

リーダーが演ずる 4つの役割とその功罪 

「取引停止」に見る 10の無責任行動 

VHS 

170 
第二巻 41分 

トップ 10人中 7人が重要と考えるものは・・・ 

こうすれば部下が育つ、責任感ある指導研究 

実力ある部下をつくるワンポイント OJT 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

155 
部下の創意工夫を引き出す 30分 ワンポイント OJTがなぜ必要か 

VHS 

156 
部下に自信を持たせる 30分 

部下に自信を持たせ、積極的に促すには 

部下にやる気をなくさせる上司 

VHS 

157 
苦境にある部下を励ます 30分 

苦境にある部下をもつ上司の心得 

部下に言ってはならない言葉 

管理者のためのカウンセリング・マインド 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD
36 

VHS 
227 

カウンセリングに必要なマインドとスキル  

※DVDもあります 
25分 

問題解決のカウンセリングを成功に導く 5つの

ステップをわかりやすく解説します。 

DVD
36 

VHS 
228 

カウンセリングの進め方 

※DVDもあります 
25分 

部下が抱えている問題を明らかにするための、上

司の心構えとスキルをわかりやすく解説します。 



 

－１４－ 

 

管理者の問題解決 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

162 

管理者と問題解決 

  ～自ら問題を発見する～ 
25分 

管理者には組織の要として、また部門の管理者と

して、問題解決のための多角的な視点が求められ

ます。問題解決の基本スタンス、アウトラインが

短時間でわかるようケースを織りまぜながら解

説しています。 

VHS 

163 

問題解決の手順 

  ～状況をつかみ、対応する～ 
20分 

VHS 

164 

組織としての問題解決 

  ～働きかけ、リードする～ 
20分 

社員のモチベーションの高め方 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

263 
社員のやる気を引き出す基本 25分 

モチベーションとは何か 

モチベーションの自己分析 

部下のモチベーションを理解する 

部下のモチベーション向上プラン 

VHS 

264 

【演習】 

モチベーションの高め方 
24分 

やる気のないベテラン社員 

高い業績を上げているのに辞めていく社員 

部下同士の確執によるモチベーションの低下 

予算やノルマの達成にムラのある部下 

目標達成のための部下指導・援助実践講座 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

268 

第一巻 目標達成をめざす 

部下指導・援助の原則 
27分 

部下の指導・援助に不可欠な管理者が身につける

べき 3つの原則を習得します。 

VHS 

267 

第二巻 目標達成のための指導 

       援助の技法とプロセス 
30分 

目標達成に向け、業務遂行のプロセスをふまえ、

部下のやる気を左右する「心理」援助の具体的方

法を研修します。 

VHS 

270 
第三巻 目標達成への自己点検と心構え 26分 

管理者にとって大切なことは、人間性です。その

ためにここでは「自分を知ること」と「絶対にし

てはならないこと」を学びます。 



 

－１５－ 

 

支援的管理実践シリーズ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

271 
第一巻 相互理解のマネジメント 28分 

部下が「理解されている」と感じる「傾聴」の技

法について学びます。 

VHS 

272 
第二巻 動機付けのマネジメント 18分 

部下に「認められている、関心をもたれている」 

と感じさせる「強化法」の技法について学びます。 

VHS 

273 
第三巻 対決のマネジメント 22分 

部下に気づかせる。それでも反抗的な部下に自己

を打ち出す「指示法・対決法」の技法について学

びます。 

部下を伸ばすコーチング 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

231 
第一巻 信じて、認めて、任せてみる 28分 

従来型のマネジメントとコーチングとはどこが

異なるのか、コーチングがなぜ必要なのか紹介

し、その基本的な心得とポイントを解説します。 

VHS 

232 
第二巻 部下の問題解決を援助する 32分 

さまざまな問題を抱える部下をいかに指導して

いくかを具体的なケースを通して紹介します。 

VHS 

233 
第三巻 自ら伸びる部下に育てる 32分 

部下の仕事をレベルアップさせ、ワンランク上の

仕事ができるように指導していくポイントを紹

介します。 

目標管理のためのコーチング 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

244 

第一巻 

 達成意欲を高める目標設定 
40分 

目標管理の意義と目的を理解し、そのうえで部下

の目標設定を支援するコーチングのすすめ方や

スキルを学びます。 

VHS 

245 

第二巻 

 目標達成のための中間フォロー 
40分 

目標達成をどう支援すれば良いかを紹介し、コー

チングにより部下の問題解決をフォローし、目標

達成へと導いていくポイントを学びます。 

VHS 

246 

第三巻 

 評定面談とビジョン・コーチング 
40分 

設定面談における留意点を紹介し、評定結果を部

下の能力開発やこれからの活動に活かしていく

ポイントを学びます。 

コーチングに学ぶ 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

22 
人を育てる「ほめ方・叱り方」 60分 

「なぜほめるのか、叱るのか」の本質論から「ほ

め方・叱り方」の具体的なスキルまでわかりやす

く教示します。 



 

－１６－ 

 

新・人事考課シリーズ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

１ 

人事考課面談のすすめ方 

 ～面談の 6つのステップと 

基本スキル～ 

27分 

人事考課面談を建設的な話し合いの場にするた

めに、6つのステップと基本スキルを身につけて

いきます。 

VHS 

２ 

モデルケース 

 ～営業主任 杉本君との面談～ 
29 分 

面談を円滑にすすめ、建設的な内容に導くための

具体的なイメージをつかんでいきます。 

会社を強くする 人事・人材開発のすべて 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

206 
第一巻 人事・人材開発の基本 30分 

戦略人事の時代 

人事管理システム 

日本型人事はどこへいくのか 

VHS 

207 
第二巻 経営人事と要員計画 30分 

要員計画 

人材管理 

日本型人事はどこへいくのか 

VHS 

208 
第三巻 キャリア開発と人材育成 25分 

キャリア開発 

キャリア開発プログラム（CDP） 

人材育成 

VHS 

209 
第四巻 賃金・給与のしくみ 40分 

賃金とは 

基本給の体系 

賞与・退職金 

賃金をめぐる新しい流れ 

VHS 

210 
第五巻 人事考課の進め方 25分 

人事考課の目的と活用 

能力考課の進め方 

業績考課の進め方 

人事考課の新しい流れ 

VHS 

211 
第六感 新しい福利厚生 40分 

福利厚生のシステム 

福利厚生の果たす役割 

福利厚生の意義と重要性 

選択型福利厚生へ 

VHS 

212 
第七巻 人事の法律常識 35分 

労働法とは 

労働協約と就業規則 

労働法の体系 

 



 

－１７－ 

 

  ケースで学ぶ 実践！考課者訓練 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

258 
STEP１ 開講にあたって 17分 考課者訓練の意義と目的 

VHS 

259 
STEP２ ケースドラマ編 56分 事務・営業・技術職の場合 

VHS 

260 
STEP３ ポイント解説編 22分 考課のルールと留意点 

VHS 

261 
STEP４ 修了にあたって 18分 考課者の心得・管理者の使命 

DVD 

23 
人事考課の基本と実践 120分 

人事考課の目的と基本ルール 

人事考課の要素と基本スキル 

人事考課実践上の悩みとその対策 

  定年後 今からはじめるライフ・マネジメント 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

256 
ライフ・プランを考える 20分 

定年後になってから慌てても、取り返しがききに

くい「生涯生活設計」。人生のマネジメントは早

いうちに始める方が得策。「見て感じてわかる」

ヒントが満載です。 

VHS 

257 
定年後のキャリア開発 20分 

自分なりのライフ・プランをどう設計していけば

よいのか？キャリア開発、家族のあり方などを通

して「生きざま」「生きがい」発見のコツを紹介

します。 



 

－１８－ 

 

  トラブル回避のための法律知識シリーズ 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

１１ 

導入編 

 なぜ、今、リスクマネジメントが 

求められるか 

27分 
リスクマネジメントとは何か 

企業のマネジメント構造はどうなっているか 

DVD 

１２ 

就業管理編 

 「労働時間」に関する 

ケーススタディ 

35分 
「労働時間」とは何か 

「労働時間」の制度と種類 

DVD 

１３ 

就業管理編 

 「休日・休暇」に関する 

ケーススタディ 

31分 「休日」と「休暇」の違い 

DVD 

14 

就業管理編 

 「残業削減対策」の 

ケーススタディ 

31分 残業・休日出勤が多いとどんな問題が生じるのか 

DVD 

15 

雇用管理編 

「服装規律・警戒」に関する 

ケーススタディ 

44分 パート・契約社員・派遣社員の法的取扱い 

DVD 

１６ 

雇用管理編 

「服務規律・懲戒」に関する 

           ケーススタディ 

33分 
「服務規律」とは何か 

「懲戒」の種類と処分 

DVD 

１７ 

雇用管理編 

「退職・解雇」に関する 

           ケーススタディ 

36分 労働契約が終了するパターンとは 

DVD 

１８ 

危機管理編 

「セクハラ」に関する 

           ケーススタディ 

34分 「セクハラ」とは何か 

DVD 

１９ 

危機管理編 

「個人情報」等に関する 

           ケーススタディ 

39分 
個人情報保護法に関する基礎知識 

改正不正競争防止法と公益通報者保護法 

DVD 

２０ 

危機管理編 

「メンタルヘルス」に関する 

           ケーススタディ 

35分 メンタルヘルスと管理職の責任 

 

 

 

  



－１９－ 

 

 

職場のメンタルヘルス対策 

ワークライフバランス関連 

 

  

No. タイトル 時間 内 容 

NEW 

DVD 

４１ 

＜働く人のメンタルヘルス➀＞ 

ストレスを正しく理解しよう 
20分 

ストレスがたまった時の症状、ストレスの原因、

ストレスをためやすい人など、ストレスを正しく

理解し、「心の健康」の大切さを認識できます。 

NEW 

DVD 

４２ 

＜働く人のメンタルヘルス➁> 

ストレスの予防と解消法 
18分 

どのようなライフスタイルがストレスをよせつ

けないのか。ストレスをはじきとばす方法など実

践的なストレスの予防法と解消法を紹介します。 

NEW 

DVD 

４３ 

＜メンタルヘルス＞ 

職場を元気にするコミュニケーション 
57分 

ストレスにうまく対処する力を高める、という視

点からストレスに強い人づくり、上司と部下との

コミュニケーションや元気な職場の仕組みづく

りの具体的な方法を紹介します。 

NEW 

DVD 

４４ 

メンタルヘルスケア 実践のポイント 58分 

従来からの医学的および遵法の視点からメンタ

ルヘルスをとらえるだけでなく、日常のマネジメ

ントの中で、部下のパフォーマンス発揮という視

点から掘り下げ、具体的なメンタルヘルス対応を

考えていきます。 

No. タイトル 時間 内 容 

NEW 

DVD 

４６ 

ワークライフバランス 50分 

なぜ仕事と生活の両方を実現しなければならな

いのか？その「気づき」を視聴者に与える。管理

者・社員の意識啓発に最適。 

NEW 

DVD 

４７ 

ワークライフバランス実現のための 

マネジメント 
40分 

ワークライフバランスは制度を充実させるだけ

では実現できない。管理者が取り組むべきポイン

トを解説。 



 

－２０－ 

 

■環境・改善 

５S の実践ポイント 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

３０ 
成果が上がる５Sの進め方 15分 

5Sとは何か、5Sをなぜやらなければならないの

か、5Sでどういう効果が得られるのか、5Sの効

果的な進め方を紹介します。 

DVD 

３１ 

整理 

 不要品はこうしてなくそう 
15分 

不要品一掃の徹底のために「層別管理」「発注源

対策」という 2つの整理のコツを解説します。 

DVD 

３２ 

整頓 

 探すムダを一掃しよう 
15分 

整頓を『現状分析→物の「置き場所」を決める、

物の「置き方」を決める→保管のルールを守る』 

といった手順で解説します。 

DVD 

３３ 

清掃 

 ゴミなし、汚れなしの職場を創ろう 
15分 

清掃という実践を通して、物の微欠陥を発見で

き、改善へと結びつけることができます。「職場・

設備の清掃」「設備 5S」の面から清掃の進め方を

紹介します。 

DVD 

３４ 

清潔 

 衛生的な美しい環境を維持しよう 
15分 

清潔とは、整理、整頓、掃除が行われ、繰り返さ

れて仕上がっている状態です。「５Ｓの標準化と

異常の顕在化」「目で見る管理の工夫と徹底」に

ついて解説します。 

DVD 

３５ 

躾 

 決められたことをきちんと守ろう 
15分 

躾とは、決めたことを自然に守られるように習慣

づけすること、習慣を変える事です。習慣づける

ために、どういったステップでどのように進める

かを紹介します。 

テーマをもって実践しよう 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

１０ 
成果が出る「５S」の考え方・進め方 60分 

５Sとは～『モノづくり』の基本活動 

５S活動の取り組み事例 

床・通路にこだわった物流５S 

必要なモノがすばやく取れる手元化５S 

品質をよくする５S 

効率化とミス防止をねらったモノの管理の５S 

トラブルをなくす設備５S 



 

－２１－ 

 

変化に対応 5S 再挑戦! 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

224 

１ 意識改革編 

   職場の 5Sレベルをチェック！ 
25分 

さらにレベルアップした成果を出すための 5S活

動への動機づけを図ります。 

VHS 

225 

２ 再構築編 

   5Sのあるべき姿と実践ポイント 
22分 

5Sのあるべき姿とは何かを追究しながら、再構

築成功のポイントを紹介します。 

VHS 

226 

３ 定着発展編 

   5Sを進化させる仕組とノウハウ 
27分 

「5Sの対象範囲の進化」「5Sの進め方・取り組

み方の進化」の 2つの方向性から、5Sの定着化・

進化のコツを伝授します。 

誰にでもできる改善道場 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

189 
着眼！ 仕事のあるところに改善あり 20分 

どうすれば問題に気づくのか、改善の着眼するポ

イントを具体的な実例を通じて紹介します。 

VHS 

190 
着想！ 思いこみこそ改善の壁 20分 

原因追及から対策を立案するまでの着想ノウハ

ウをドラマと実例を通じて紹介し、効率的に改善

をすすめる定石を解説します。 

VHS 

191 
着手！ 実行こそが改善のすべて 20分 

着実な成果に結びつけていくための手法を学び、

改善に着手、実行するポイントを紹介します。 

人が育つトヨタ式改善の進め方 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

265 

大改革に成功 

なぜチャレンジ企業は成果がでたのか 
25分 

企業が成果を出すに至った考え方と進め方を紹

介し、「トヨタ式」の基本を理解します。 

VHS 

266 

着手ポイント 

 「5S」と「かんばん」 
25分 

「トヨタ式」に着手するポイントを明らかにして

いきます。 

VHS 

267 

改善のポイント 

 「標準化」と「改善のリサイクル」 
25分 

改善をどのように進めていくかといった具体的

なステップを紹介しながら「トヨタ式」を成功さ

せるポイントを解説していきます。 

ISO 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

221 

中小企業のための 

ISO9000＆14000 
30分 

ISOを取得した企業のケースをもとに、中小企業

が認証を取得するために、社内システムのどこを

どう変えればよいかを解説します。認証取得と経

営基盤の強化の両面で役立つ方策を紹介します。 



 

－２２－ 

 

よくわかる環境問題入門 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

222 
企業にとって環境問題とはなにか 20分 

社会人として知っておくべき「地球環境問題」に

関する常識をわかりやすく解説します。 

VHS 

223 
環境問題にどう取組か 20分 

Ecology（環境）に関するポイントを、ケースス

タディを交えながら解説します。 

セクシャル・ハラスメント ここがポイント！トラブル防止 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

200 
セクシャル・ハラスメントとは何か 25分 

セクシャル・ハラスメントは、誰にとっても他人

事ではなく、男女の日情の小さな意識の違いが問

題発生の原因となります。 

VHS 

201 
セクシャル・ハラスメントをなくすために 25分 

セクハラやトラブルの起こらない快適な職場づ

くりのために、会社・個人は何をすべきか。どん

な点に注意したらよいのか。法律ではセクハラが

どのように扱われているかを解説します。 

DVD 

１８ 

危機管理編 

「セクハラ」に関するケーススタディ 
34分 「セクハラ」とは何か 

DVD 

２４ 

STOP！ザ・ハラスメント 

～パワハラ・セクハラ、職場いじめを考える～ 
47分 

職場のハラスメント・いじめはなぜ起こるの

か、防ぐにはどうすればよいかについてパワハ

ラ、セクハラ等の事例を通して考察していきま

す。 

成功する TQC 活動の進め方 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

117 
山形日本電気株式会社 28分 

TQC活動を進める上で直面するさまざまな課題

をどう克服すればいいのか、その打開策をデミン

グ賞企業の実例をもとに紹介しています。 

VHS 

118 
松下電器株式会社 彦根工場 28分 

VHS 

119 
横河ヒューレットパッカート株式会社 28分 

VHS 

120 
アイシン軽金属株式会社 28分 

※デミング賞とは、TMQ（総合品質管理）の進歩に功績のあった民間の団体および個人に授与されている賞。 



 

－２３－ 

 

■製造・生産 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

７３ 

OAと中小企業 

 なぜコンピューターを使うのか 

 上手なオフコンの導入 

 POSシステムとその効果 

 

15分 

15分 

17分 

 

〈啓蒙編〉ある魚屋の例 

〈導入編〉ある酒店の例 

〈活用編〉ある和食レストランの例 

VHS 

７４ 

中小企業 OAシステム 

 コンピューターによる生産管理 

 コンピューターによる進捗管理 

 POSシステムとその効果 

 

15分 

17分 

18分 

 

ある電機部品工場の例 

ある婦人服縫製工場の例 

ある衣料品小売店の例 

VHS 

７５ 

中小企業 OAシステム 

コンピューターによる生産管理 

コンピューターによる生産管理 

コンピューター活用事例 

 

18分 

17分 

19分 

 

段ボール製造工場の例 

貴金属アクセサリー工場の例 

食品スーパーの例 

VHS 

７６ 

中小企業 OAシステム 

 コンピューター活用事例 

各 

15分 

印刷業の例 

ペットフード卸売業の例 

ステンレス卸売業の例 

VHS 

７７ 

中小企業 OAシステム 

 小売店のための POSシステム 

 オフコンによる販売管理 

 パソコンによる生産管理 

 

16分 

17分 

17分 

 

総合食料品スーパーの例 

種苗販売業の例 

建築金物製造業の例 

VHS 

７８ 

中小企業 OAシステム 

 パソコンによる生産管理 
17分 電子機器部品工場の例 

ゼロ段取りのノウハウ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

８ 

第一巻 基礎編 

第二巻 プレス加工編 

第三巻 機械加工編 

各 

30分 

段取り替え「ムダ」であるという大胆な発想で、

金をかけずに「ゼロ」にするノウハウを企業の実

際例を紹介したユニークなビデオ教材です。 

トヨタ生産方式実践ノウハウ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

８５ 
ムダとり発想法 60分 

１ TPSとは 

２ TPSをさえぎる障害物 

３ ムダとり発想法 

４ 組立ラインのムダとり 

５ 機械加工のムダとり 



 

－２４－ 

 

工程ばらしのノウハウ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

８０ 
基礎編 30分 

誰にでも自社にあった TPS（トヨタ生産方式）が

実践できるよう「手順と定石」を紹介しながら実

例を豊富に取り入れまとめました。 

VHS 

８１ 
機械加工編 30分 

VHS 

８２ 
組立工場編 30分 

型技術講座 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

２３ 
金型の切削加工 30分 

金型製作のための知識を加工、CAD／CAMの面

から解説していきます。 

VHS 

２４ 
金型の仕上げ加工 30分 

VHS 

２５ 
金型の CAD／CAM 30分 

機械加工シリーズ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

５３ 
NC旋版作業 実際編 42分 

長年機械加工の教育訓練に携わってきた経験豊

かな指導講師陣が、制作指導にあたりました。そ

のため、機械加工の重要なポイントを、豊富な実

習実演を取り入れながら、わかりやすく映像化す

ることができました。 

VHS 

５４ 
マシニングセンタ 43分 

VHS 

５５ 
放電加工型彫り放電加工 42分 

VHS 

５６ 
ワイヤ放電加工 45分 

VHS 

５７ 

フライス盤作業 

       ※テキスト有 
35分 



 

－２５－ 

 

プレス技術基礎講座 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

２７ 
プレス加工の基礎編 30分 

基本的な加工法として、打ち抜き加工、曲げ加工、

絞り加工、精密板金加工を取り上げ、それぞれの

加工の原理と特徴、そして実際の作業状況をわか

りやすく解説しています。 

VHS 

２８ 
プレス作業の安全 30分 

VHS 

２９ 
曲げ加工編 30分 

VHS 

３０ 
精密板金加工編 30分 

VHS 

３１ 
絞り作業編 30分 

VHS 

３２ 
絞り加工編 30分 

VHS 

３３ 
打ち抜き作業編 30分 

VHS 

３４ 
打ち抜き加工編 30分 

多品種少量生産実践シリーズ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

124 
「多種少量生産」効率化のポイント 30分 

多種少量生産の類型、標準時間の設定、レイアウ

トの改善について説明します。 

VHS 

125 
「生産期間」短縮化のポイント 30分 

工程の短縮、管理方法の改善、生産期間短縮化の

分析チェックについて説明します。 

VHS 

126 
「段取り替え」改善のポイント 30分 

改善の着眼点、チェックポイントについて説明し

ます。 



 

－２６－ 

 

JIT 生産革命 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

102 
第一巻 JIT生産のすべて 30分 

１ 工場とは何なのか？ 

２ JIT生産の概要 

３ JIT生産の導入 

VHS 

103 
第二巻 JIT意識改革 30分 

１ 工場神話を崩せ 

２ 見かけの能率・真の能率 

３ 工場のムダ 他 

VHS 

104 
第三巻 5Sと赤札・看板作戦 30分 

１ JIT生産基盤 5S 

２ 赤札作戦 ―目で見る整理― 

３ 看板作戦 ―目で見る整頓― 他 

VHS 

105 
第四巻 流れ生産（１個造り） 30分 

１ 在庫はなぜたまるのか？ 

２ 在庫はなぜ悪いのか？ 

３ ダンゴ生産と流れ生産の違い 他 

VHS 

106 
第五巻 多工程待ち 30分 

１ 多工程待ちは人間性復活の原点 

２ 横待ちと縦待ちの違い 

３ 多工程待ち 8つのポイント 他 

VHS 

107 
第六巻 目で見る管理 30分 

１ 改善とはなぜすすまないのか？ 

２ 看板と目で見る整理 

３ 現場の異常を照らすアンドン 他 

VHS 

108 
第七巻 標準作業 30分 

１ 標準作業とは 

２ 標準作業の改善 

３ 標準を守ための十則 他 

VHS 

109 
第八巻 品質保証とポカヨケ 30分 

１ 5レベル工場生き残り法 

２ 不良はなぜ出るのか 

３ ポカヨケの構造 

VHS 

110 
第九巻 かんばん 30分 

１ かんばんの機能とルール 

２ かんばんの種類と枚数の決め方 

３ かんばんの運用 

製造現場の OJT 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

192 
ドラマ編 30分 

次世代の技術者を育てる OJT（職場内訓練）を紹

介します。 

VHS 

193 
解説編 30分 

いかに計画的に実施するか、リーダーの役割や部

下の指導の心構えなど、成功する OJTを解説し

ます。 



 

－２７－ 

 

第一線監督者の使命と役割 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

140 
監督者の基本心得 25分 

人員削減、生産ラインの合理化によって、いきい

きとした職場風土が失われつつある今、監督者が

果たすべき役割とは何か、継承すべき職場風土と

はどのようなものか。監督者の基本心得をわかり

やすく紹介します。 

VHS 

141 
人を活かす OJT 25分 

現場の課題にスムーズに対応していくには、部下

の育成が不可欠となってきます。部下のモラルを

高め、意欲を引き出すための具体的ポイントを、

身近なケースドラマをもとに紹介します。 

VHS 

142 
問題解決のリーダーシップ 25分 

監督者に、今最も要求されるのが問題解決の力で

す。日々山積する課題に対して、現場レベルで対

応していくために、基本となる問題解決の考え方

を紹介していきます。 

「物」づくり「やりがい」づくり 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

143 

〈製品、整理、職場〉 

 自分の仕事に愛着をもとう 
25分 

製造現場の日常的なドラマを通して、職場のルー

ル、仕事の基本の大切さについて紹介します。 

VHS 

144 

〈品質、納期、原価〉 

 お客様の顔を思い描こう 
25分 

品質意識、納期意識、原価意識がなぜ重要なのか

をドラマで訴え、そうした厳しいお客様の要求に

応えることが改善提案に結びつき、やりがいへと

つながることを紹介していきます。 

VHS 

145 

〈これからの物づくり〉 

 世の中の動きにも関心をもとう 
25分 

物づくりに携わる社員として、こうした変化の激

しい時代において、心得ておくべきことや身につ

けるべき基礎知識を、ドラマでわかりやすく紹介

していきます。 
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■安全 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

６５ 

幸せへの旅立ち 

 ―危険予知訓練の紹介― 
26分 

全員参加による危険予知訓練手法によって、災害

のない明るい職場をつくりあげる様子を、ドラマ

でわかりやすく紹介していきます。 

VHS 

６６ 

事故ゼロへの挑戦 

 ―安全に言い訳なしー 
30分 

ゼロ災運動キックオフ後に発生した 2件の死亡

事故。職場の体質改善の進め方を、具体的になる

べく忠実に再現しています。 

VHS 

８６ 
指差呼称でゼロ災運転 20分 

指差呼称の有効性、実践方法、そして具体的な活

用事例を紹介しながら、交通ゼロ災運転の一環と

して、指差呼称を取り入れ、徹底し、一人一人が

習慣化していくことの大切さを訴えています。 

VHS 

８７ 
ゼロ災運動のこころを知ろう 30分 

「ゼロ・先取り・参加」のゼロ災運動基本理念 3

原則と「トップライン・職場自主活動」のゼロ災

運動推進 3本柱の考え方から具体例をあげなが

ら詳しく解説していきます。 

VHS 

８８ 

5分間ミーティング 

 みんなで早く正しく危険予知 
20分 

毎日の短時間ミーティングが、安全作業にとって

いかに重要であるかを訴え、実践的に身につけさ

せることをねらいとした訓練映像です。 

VHS 

262 

建築設備の事故・異常事態対策 

 （電気設備編 初級） 
30分 

近年のビルの大型化・高度化によりその管理手法

は複雑化しています。ビル設備管理業務における

故障時の緊急対応の必要性を取り上げ、対策をま

とめたビデオです。 

安全衛生の基本と心得 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

181 
なぜ、安全活動なのか 15分 

「危険を危険と感ずること」の重要性を謳え、安

全に仕事をするためには何が必要なのかを紹介

します。 

VHS 

183 
なぜ、健康づくりなのか 15分 

本格的な高齢化社会を迎えつつある今日の日本

の状況をふまえて、成人病の予防等、健康づくり

の意義を理解してもらいます。 
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安全活動の急所 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

146 

〈ヒューマンエラー篇１〉 

 起きるケースと起こす人 
15分 

「ついうっかり」「ボンヤリ」が原因で生じるヒ

ューマンエラー。場面の把握、考え方、作業動作

の善し悪しから発生する災害事例を紹介します。 

VHS 

147 

〈ヒューマンエラー篇２〉 

 失敗はこうすれば防げる 
15分 

ヒューマンエラー防止の方法を、足場や通路、治

具の工夫など 8つの簡易改善事例で紹介します。 

VHS 

148 

〈機械・設備篇３〉 

 職場の機械・設備に潜む災害 
15分 

機械や整備の不具合、付帯設備の不具合から起こ

った災害事例を紹介します。 

VHS 

149 

〈機械・設備篇４〉 

 小さな改善で大きな災害を防ごう 
15分 

お金も手間もかからない、ほんのちょっとした改

善でどんな災害を防ぐことができるのか。 

VHS 

150 

〈職場の人間関係篇５〉 

 災害は安全意識では防げない 
15分 

安全についてやかましく言われるのに災害が減

らない職場、逆に安全意識は高くないのに無災害

が続いている職場。これらは両方とも存在するが

その差は何によって生じるのか。 

VHS 

151 

〈職場の人間関係篇６〉 

 無災害職場をつくるための仲間づくり 
15分 

仲間にケガをさせたくないという気持ちが強い

人の多い職場には事故は起こらない。ではそうい

う職場はどうすれば実現するのか。 

管理・監督者の安全 OJT 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

184 

管理・監督の役割と責任 

 ～安全配慮義務とは何か～ 
25分 

過去の凡例から「安全配慮義務」についての理解

を深め、現場を直接指導する管理・監督者の安全

に対する役割と責任を再認識させるように内容

を構成しています。 

VHS 

185 
〈不安全行動〉 防止の指導心得 25分 

部下の不安全行動の 3つの事例をもとに、管理・

監督者の指導のあり方や実際の指示の与え方に

ついて、具体的なケーススタディで視聴していき

ます。 

VHS 

186 
〈不安全状態〉 排除の指導心得 25分 

事故・災害を未然に防ぐ職場管理のポイントにつ

いて、具体的な事例を見ながら考えさせていきま

す。 
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製造作業のための労働安全のすべて 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

187 
安全管理の基本 20分 

どうすれば災害が防げるか？職場の誰もが知っ

ておくべき安全管理の基礎知識を解説していま

す。 

VHS 

188 
安全作業の実際 20分 

安全作業のポイントは決められた事をきちんと

守ること。製造現場で最低限必要な作業のルール

をわかりやすく紹介します。 

建設シリーズ 

  建設安全ビデオシリーズ 

 

 

 

 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

２８ 

災害を防ぐ作業手順４つのポイント 

～職長と作業員が一緒になって作る～ 
13分 

作業手順が、係わって発生した災害を「作らな

かった」「実状に合っていない」「説明不足」「守

らない」と４つに分け、職長は作業員と一緒に

なって、作業手順を作り出すことの大切さを災

害事例を交えて説いています。 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

２９ 

私たちのコンプライアンス 

今、求められる一人ひとりの責任ある行

動 

75分 

９つのケースドラマと解説を賭して、日ごろの

行動に問題がないかを確認し、コンプライアン

スの基本が学べます。普段何気なくしているこ

とや「これくらいなら・・・」と思ってやった

ことが実はコンプライアンス違反だった・・・。

上司・部下が一緒に学ぶ教材として、ぜひご活

用下さい。        ※活用の手引き付 

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

３８ 

熱中症の恐怖～予防対策のポイント～ 

作業員編 

指導員編 

熱中症予防体調チェックシート(職長用) 

 

17分 

24分 

作業員が、体の水分・塩分のバランスを崩したり、

調整機能が破たんしたりするなどは「熱中症」の

あらわれです。暑い夏を乗りきるために、職長は

部下の体調を常にチェックし又、作業員も自己チ

ェックをして早めの予防対策をすることが大切

であることを説いています。 
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■接客・接遇 

接客トレーニング基礎編（飲食業） 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

９ 
接客技術の基本１ 19分 

接客の表情・態度・動作・言葉づかいの基礎を解

説します。 

VHS 

10 
接客技術の基本２ 15分 

オーダーのとり方・器の出し方下げ方・クロージ

ングのポイントを解説します。 

VHS 

１１ 
クリンリネス 21分 

クイック・クオリティ・クリンリネスのポイント

を解説します。 

販売員接客基本技法 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

５８ 
印象をよくする基礎トレーニング 50分 

販売員の接客基本技法についての解説シリーズ

です。 

VHS 

５９ 
馴染みやすい基礎動作 35分 

VHS 

６０ 
アプローチからニーズチェック 28分 

VHS 

６１ 

プレゼンテーションから 

クロージングガイダンス 
24分 

VHS 

６２ 
商品確認からお見送り 33分 

VHS 

６３ 
クレーム対応 25分 

VHS 

６４ 
プロ販売員をめざして自己鍛錬法 31分 
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エクセレントサービス 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

68 

第一部 

  毎度、毎度ありがとうございます 

   ―接客セールスの特徴― 

30分 

店員の接客対応がお店の盛衰そのものを決める

ほど重要です。この質を高めるための教訓をガソ

リンスタンドのパート店員を例に学びます。 

VHS 

69 

第二部 

  サービス精神の神髄 

―サービスの精神― 

30分 

お客様に良い印象を持っていただけるサービス

精神とは何か、お客様が不愉快に感じる場合や成

功者のアドバイスなどを具体的な事例により考

えます。 

VHS 

70 

第三部 

 苦情歓迎 ―苦情処理― 
30分 

苦情を持ち込まれた時の対処法を“怒る客”と“静

かな客”の場合に分けて説明し、苦情とは完封す

るものではなく、歓迎するものであると考えるこ

とが必要です。 

VHS 

71 

第四部 

  なぜなら人間はミスをするから 

   ―代金の受け取り方― 

30分 

接客対応の締めくくりは代金受け取りであるが、

取り返しのつかないミスやお客様を不快にする

対応が発生しやすいのもこの時です。そこで、良

い受け取り方のポイントを 6つ示し、受け取り業

務の重要性について考えます。 

VHS 

72 

第五部 

  さようでございますです 

   ―接客用語― 

30分 

お客様との話をする時の言葉遣いは接客の基本

です。明るくさわやかな対応をするための言葉遣

いのポイントを 5つ示し、自分の言葉として使え

るようにしていきます。 

販売教育用ビデオ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

127 

優秀な販売員になるために 

 ～まごころの販売～ 
20分 

販売とは単に物とお金の交換だけではありませ

ん。人と人との交流であり、「このお店で買い物

をして良かった」このお客様の心を汲み取る事こ

そ、良い販売員になるための基本であると学ぶこ

とができます。 

VHS 

128 

明るい職場づくりに 

 ～あいさつ先手運動～ 
20分 

明るく働きやすい職場をつくるため、そのコミュ

ニケーションの手始めとして、明るい挨拶等のヤ

ングマナー、そして相互信頼に結ばれたチームワ

ークづくりまで、基本的な態度、心構えに通じる

マナーを実践運動として取り上げています。 
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繁栄のための接客キーポイント 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

129 
販売実績を高めるための考え方 26分 

販売員が業績アップ、固定客増加をはかるための

システムの作り方を紹介し、その運用の手順を具

体的事例をもとに解説しています。 

VHS 

130 
顧客ニーズに対応するための自主学習 29分 

VHS 

131 
技術と意識を高めるコンテスト 27分 

サクセスロード 信念のない店は生き残れない 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

176 
ストアコンセプトの重要性 60分 

なぜストアコンセプトが必要なのか 

ストアコンセプトとは何か 

ストアコンセプトの発想法 

ストアコンセプトが業態を決める 

VHS 

177 
繁盛店の基本動作 60分 

繁盛店の基本動作 

基本動作の意味 

基本動作の維持 

基本動作が店の力を決める 

VHS 

178 
顧客志向の風土づくり 60分 

顧客志向の風土づくり 

経営理念とは何か 

従業員満足とは何か 

経営理念を定着させる 

顧客志向と経済効果 

介護接遇の心構えと基本スキル 

No. タイトル 時間 内 容 

NEW

DVD 

４５ 

介護スタッフの接遇マニュアル 45分 
介護スタッフとして働く意識とマナーがしっかり 身

につき、コミュニケーション能力が高まる教材 
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■ＩＴ 

PC 基礎シリーズ 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

213 
ハードウエア基礎 60分 

CPU、メモリ、OS、ショートカット・・・。 

知っているようで知らないパソコンの基礎知識

をきちんと理解するための、初心者～中級者向け

のビデオシリーズです。 

VHS 

214 
Windowsの基本操作 60分 

VHS 

215 
日本語入力 IME2000 60分 

VHS 

216 
ショートカット入門 60分 

インターネット入門講座 テラハウス ICA 編 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

217 
ウインドウとマウス操作 60分 

パソコンを使って、インターネットを接続したい

方、マウス操作、文字入力、エクスプローラと電

子メールの使い方などの基礎知識をわかりやす

く解説していきます。 

VHS 

218 
文字の入力と保存 60分 

VHS 

219 
インターネット・エクスプローラ 60分 

VHS 

220 
電子メール 60分 
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■その他 

No. タイトル 時間 内 容 

VHS 

１５ 
にんげんだもの 90分 

舞台は、大津の下町にある小さな和菓子屋。そこ

で働く十九歳の恵子を軸に物語は展開する。 

彼女はある日、商いについて書かれた一編の詩に

出会う･･･。 

VHS 

134 
夫婦だもの 100分 

この作品は小さな店の「商い」を通じて、互いの

力（感性）を活かしながら子育てのように、店も

夫婦の絆も作り上げていくことの大切さを描い

たドラマです。 

VHS 

135 
おんなだもの 90分 女性経営者向けの商業倫理ドラマです。 

VHS 

１６ 
てんびんの詩 第一部 原点編 90分 

「近江商人」を取り上げ、世界一豊かになった

我々が忘れている商いの精神を探っています。 

VHS 

１７ 
てんびんの詩 第二部 自立編 100分 

世界的経済恐慌が襲った昭和五年を社会背景に、

少年から青年へと移る感情の豊かな時期の主人

公の心の成長と、商人としての自立を描いていま

す。 

VHS 

１８ 
てんびんの詩 第三部 激動編 100分 

第二次世界大戦の敗戦によって全くゼロからの

出発になってしまった主人公の大作が、新しい時

代を切り開くために現実に前向きに立ち向かっ

ていく様子を描いています。 

VHS 

171 
職人の謳 50分 

重要文化財にも指定されている山形県の旧県庁

舎の 7年間にわたる修復工事の様子を追いなが

ら、それに従事する職人たちの姿を捉えたドキュ

メンタリーです。 

VHS 

４１ 
建設マイスター 30分 

建設マスター（優秀施工者国土交通大臣顕彰者）

は、建設産業に従事している現役の技能者の中

で、第一線の現場作業に従事し、卓越した技能・

技術を有している「ものづくり名人」です。 

VHS 

８９ 
ものつくり大学 １８分 

設計従事者養成に偏重しがちだった大学工学教

育に一石を投じ、ものつくりの基本に立ち返って

技能スペシャリストの養成を推進するために作

られた大学です。 
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平成２５年度 厚生労働省委託事業  

No. タイトル 時間 内 容 

DVD 

３７ 

めざせ！ものづくりの匠 

●建築大工●洋菓子製造●電子機器組立 

 

※1 職種 10 分程度のオムニバス構成とな

っています。 

30分 

3人の職人にスポットを当て、仕事の内容だけで

なくその仕事を選び、その仕事が世の中のどのよ

うに役立っているか、どのようなきっかけでその

仕事を選び、どのように腕前を上げていったかな

ど、児童や生徒が自分たちの「将来の仕事」をイ

メージしやすい構成としています。 
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■参考図書 

キャリア形成 

No. 図 書 名 著者／出版社等 出版年度 

１ 始めよう能力開発 ニーズのつかみ方 郷田 悦弘 中央職業能力開発協会 1990年 3月 

２ 売上げ倍増 生情報活用術 部奈 壮一 にっかん書房 1992年 3月 

３ マンガでわかる！仕事の「なぜ?」に答える本 坂上 肇 PHP研究所 1992年 5月 

４ 現代経営概論 ―企業系を学ぶ人のための経営学入門－ 山田 博夫 中央職業能力開発協会 1992年 7月 

５ マンガでわかる！さわやか社員のことばづかい 永崎 一則 PHP研究所 1992年 9月 

６ 能力開発シリーズ No.5 改訂 人材育成のすすめ方 林 啓介 中央職業能力開発協会 1992年 10月 

７ 知らないと恥をかく！ことばづかいの基礎知識 永崎 一則 PHP研究所 1992年 12月 

８ 
なぜ貴女はインテリアコーディネーターになりたいのか 
資格試験合格者 40人が語る、受かるコツ！ 

三島 俊介 オーエス出版 1993年 1月 

９ 燃える男をつくる人間教育 鈴木 昭一 鈴木経営研究所 1993年 2月 

１０ 魅力ある管理者の条件 いま求められているものは何か 堀川 三夫 中央職業能力開発協会 1993年 3月 

１１ 続・人材育成のすすめ方 林 啓介 中央職業能力開発協会 1993年 3月 

１２ 自己啓発のすすめ方 －目標設定から実践まで－ 
鈴木 伸一 
正木 勝秋 

生産性出版 1993年 4月 

１３ 職場を動かす中堅リーダー 中堅リーダー基本マニュアル 林 啓介 中央職業能力開発協会 1993年 7月 

１４ 
ちょっと待て、あなたのマナー 
   －誰も教えてくれない 100の常識－ 

近藤 珠實 PHP研究所 1993年 9月 

１５ やさしい文章技術入門 安田 賀計 PHP研究所 1993年 10月 

１６ 仕事上手の報告・連絡・相談（ホウ・レン・ソウ） 藤田 忠司 PHP研究所 1993年 10月 

１７ 働くとは何か  PHP研究所 1993年 11月 

１８ 「社会人の常識」ビジネスマナーパスポート 大久保 麗子 PHP研究所 1993年 12月 

１９ 
こんなときどうする？社会生活の基本常識 
   －迷わないための 100ケーススタディ－ 

坂上 肇 PHP研究所 1993年 12月 

２０ 明日の技能をめざして －技能尊重時代の若者へ－ 労働省職業能力開発局技能振興課編 1993年 12月 

２１ 
製造・技術者 50の基礎知識 
   職場の常識から品質・安全管理まで 

鎌田 勝 PHP研究所 1994年 1月 

２２ 
女性社員 50の基礎知識 

   接遇・応対マナーから職場の人間関係まで 
堀場 宏子 PHP研究所 1994年 2月 

２３ 地域住宅市場の研究 従来工法住宅と日本林業 菊間 満 日本林業調査会 1994年 2月 

２４ 
「管理から支援へ」のプログラム 
   指導育成のためのヒューマンスキル 

間 敏幸 中央職業能力開発協会 1994年 3月 

２５ 
変化の時代 ミドルをどう生きる 
   変革型リーダーのための人間探求 

浦 光博 中央労働災害防止協会 1994年 4月 

２６ 日本経営の叡智 川上 哲朗 他 PHP研究所 1994年 8月 

２７ 汗にむくいる 徳おこし労相奮戦記 村上 正邦 労務行政研究所 1994年 8月 

２８ 
どうなる？働く人と会社の間柄 
   －21世紀に向けての勤労社会の構想－ 

21世紀勤労者社会研究会編 1995年 1月 

２９ 
男女雇用機会均等法・育児休業法  

パートタイム労働法等解釈便覧 
労働省婦人局監修 21世紀職業財団 1995年 1月 

３０ ハイテク時代の技能労働 生産技術の変化と教育訓練 森 和夫 中央職業能力開発協会 1995年 1月 

３１ 異業種交流と販売ネットワーク 塗師 巌 日刊工業新聞社 1995年 2月 

３２ 人を育てる（管理者に必要な支援・援助のための知識） 間 敏幸 中央職業能力開発協会 1995年 3月 
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No. 図 書 名 著者／出版社等 出版年度 

３３ 新・教育担当者ハンドブック 企画から実践フォローまで 林 啓介 中央職業能力開発協会 1995年 3月 

３４ 会議はナゼ失敗するか（会議が失敗する 100の理由） 石川 昭 日刊工業新聞社 1995年 6月 

３５ 教育担当者の仕事 研修事務局の仕事と役割 水井 正明 中央職業能力開発協会 1996年 1月 

３６ 人を育てる上司 部下が育つ職場 橋本 喜博 中央職業能力開発協会 1996年 1月 

３７ 自己革新ガイド 土井 正己 中央職業能力開発協会 1996年 2月 

３８ 新時代の実践 OJTマニュアル 郷田 悦弘 中央職業能力開発協会 1996年 2月 

３９ 全国職業能力開発施設ガイドブック 日本労働研究機構 1996年 2月 

４０ いまを考えて生きてみよう 水井 正明 中央職業能力開発協会 1996年 3月 

４１ 高齢者雇用の企業事例ベスト 25 財団法人高齢者雇用開発協会 1996年 3月 

４２ 自己啓発の推進のために自主的能力開発ガイド 労働省職業能力開発局 1996年 3月 

４３ 上下から力量を試される 水井 正明 中央職業能力開発協会 1996年 8月 

４４ 能力主義人事制度 設計の業務 竹内 裕 生産性出版 1996年 9月 

４５ 地域職業能力開発ハンドブック（東日本編）1996 日本労働研究機構 1996年 3月 

４６ 地域職業能力開発ハンドブック（西日本編）1996 日本労働研究機構 1996年 3月 

４７ 職人と現代産業 宗像 元介 (株)技術と人間（発行） 1996年 10月 

４８ 図解よくわかる「ISO14000」 長銀創研ｺﾝｻﾙ 日刊工業新聞社 1997年 1月 

４９ 部下をいきいきさせるには 水井 正明 中央職業能力開発協会 1997年 3月 

５０ 現場管理者のための超スタミナ「7つ道具」集 実践経営研究所 1997年 5月 

５１ 上杉鷹山の秘密 新谷 博司 経営効率研究所 1997年 11月 

５２ 建設業の労働時間・労働条件管理 労働省労働基準局賃金時間部編著 1997年 11月 

５３ 働く女性のキャリア開発 
岩船 展子 

渋谷 武子 
中央職業能力開発協会 1998年 3月 

５４ 職業能力開発研究 第 16巻 職業能力開発大学校 研修研究センター 1998年 3月 

５５ これからの人材開発Ⅰ 人づくりの基本構想 中央職業能力開発協会 1998年 7月 

５６ これからの人材開発Ⅱ 人材育成の具体策 中央職業能力開発協会 1998年 7月 

５７ 
人材育成虎の巻 

中小企業における能力開発の推進に向けて 
大江 頴二 中央職業能力開発協会 1998年 12月 

５８ 戦略型管理者のリーダーシップ 梶原 豊 中央職業能力開発協会 1998年 11月 

５９ 自立をめざす ～自分を知って・自分を創る～ 中央職業能力開発協会 1998年 12月 

６０ キャリアベースト・マネジメント 山下 柾紀 中央職業能力開発協会 1998年 12月 

６１ ビジネス・キャリア制度活用本 中央職業能力開発協会 1999年 3月 

６２ 職業能力開発研究 第 17巻 職業能力開発大学校 研修研究センター 1999年 3月 

６３ 改革の時代を拓く 中堅企業の実践社員教育 
堀内 和明 
石月 言成 

中央職業能力開発協会 1999年 3月 

６４ 教育研修プログラム実例集 第 3集 日本能率協会 日本能率協ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ 1999年 5月 

６５ ものづくり舟方 赤池 学 講談社 1999年 7月 

６６ ビジネス社会を生き抜くための条件 ユニゾン研修 中央職業能力開発協会 1999年 7月 

６７ 自分を生かす自己啓発 24のヒント 中央職業能力開発協会 1999年 7月 
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No. 図 書 名 著者／出版社等 出版年度 

６８ 職業能力開発の歴史 職業能力開発行政史研究会 労務行政研究会 1999年 11月 

６９ ゴルドカラーをめざして 中央職業能力開発協会 2000年 3月 

７０ NPO・NGOガイド 杉下 恒夫 日本 NPOセンター 2001年 1月 

７１ 人材育成ための 5つの法則 上岡 昇 中央職業能力開発協会 2001年 1月 

７２ 情報の道 人の道 情報倫理を考える 笠原 正雄 中央職業能力開発協会 2001年 3月 

７３ キャリア開発時代の自己啓発 中央職業能力開発協会 2001年 2月 

７４ 手仕事を見つけたぼくら 小関 智弘 ガデン編集部共同編集 2001年 3月 

７５ IT革命と人材開発 
高橋 真理子 
佐藤 文博 

中央職業能力開発協会 2001年 3月 

７６ キャリア形成を基軸とした職業能力開発の推進 職業能力開発研究会編 2002年 3月 

７７ 人を活かす！ 福岡 道生 日経連出版部 2002年 3月 

７８ 女たちのホップ・ステップ・キャリアアップ 中央職業能力開発協会 2002年 3月 

７９ 
自分のためのキャリアセット 

納得できるキャリア開発のすすめ 

実践キャリアカウンセリング研究会 

             人材開発協会 
2002年 4月 

８０ 仕事と志事 大原 吉人 丸善仙台出版ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 2002年 5月 

８１ 渡辺 文雄の仕事部屋訪問（対談集） 中央職業能力開発協会 2002年 12月 

８２ キャリアカウンセリング 宮城 まり子 駿河台出版 2003年 9月 

８３ 若年者のキャリア形成 人材育成研究会編 2003年 12月 

８４ キャリア形成支援のノウハウ Q＆A 中央職業能力開発協会 2004年 3月 

８５ 職業能力開発推進者 ハンドブック 中央職業能力開発協会 2004年 4月 

８６ 
職場で活かすキャリア・サポート 
   ﾗｲﾝ管理者、職業能力開発推進者のためのｷｬﾘｺﾝ入門 

中央職業能力開発協会 2005年 8月 

８７ 改訂 生涯能力開発をめざして これからの人材育成 労働省職業能力開発局 1995年 3月 

８８ 私の考える能力開発 中央職業能力開発協会 2006年 12月 

８９ 
ビジネスキャリア制度分野別ハンドブック 
   人事・労務・能力開発 

中央職業能力開発協会 1998年 10月 

９０ 
ビジネスキャリア制度分野別ハンドブック 

   経理・財務 
中央職業能力開発協会 1998年 10月 

９１ ビジネスキャリア制度分野別ハンドブック 生産管理 中央職業能力開発協会 1998年 10月 

９２ 詳解 職業能力開発の現状 ―キャリア形成のためにー 職業能力開発研究会編 2007年 2月 

９３ 解説 日本の職業能力開発 平成 18年度版 職業能力開発研究会編 2007年 1月 

702 通学・通信・優良講座ガイド (社)全国産業人能力開発団体連合会 2006年 3月 
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能力開発 

No. 図 書 名 著者／出版社等 出版年度 

200 能力開発最前線 中央職業能力開発協会 2002年 3月 

201 能力開発最前線２ 中央職業能力開発協会 2002年 4月 

201 能力開発最前線３ 中央職業能力開発協会 2003年 12月 

202 能力開発最前線４ 中央職業能力開発協会 2004年 4月 

203 能力開発最前線５ 中央職業能力開発協会 2005年 12月 

205 能力開発最前線６ 中央職業能力開発協会 2006年 11月 

206 能力開発最前線７ 中央職業能力開発協会 2007年 12月 

評価基準 

No. 図 書 名 著者／出版社等 出版年度 

300 職業能力の評価基準 事務系職種 中央職業能力開発協会 2005年 4月 

301 職業能力の評価基準 技術系職種 電気機械器具製造 中央職業能力開発協会 2006年 1月 

302 職業能力の評価基準 技術系職種 電気機械器具製造 中央職業能力開発協会 2006年 1月 

日本の職業能力開発 

No. 図 書 名 著者／出版社等 出版年度 

601 日本の職業能力開発 平成 11年版 人材開発研究会編 労働新聞社 1990年 10月 

602 日本の職業能力開発 平成 12年版 人材開発研究会編 労働新聞社 2000年 10月 

603 日本の職業能力開発 平成 13年版 人材開発研究会編 労働新聞社 2001年 12月 
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卓越技術者の横顔 名工との出会い 

No. 図 書 名 著者／出版社等 出版年度 

400 平成元年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 1990年 1月 

401 平成二年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 1990年 11月 

402 平成三年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 1991年 11月 

403 平成四年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 1992年 11月 

404 平成五年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 1993年 11月 

405 平成六年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 1994年 11月 

407 平成八年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 1996年 11月 

408 平成九年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 1997年 11月 

409 平成十年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 1998年 12月 

410 平成十一年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 1999年 11月 

411 平成十二年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 2000年 11月 

412 平成十三年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 2001年 11月 

413 平成十四年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 2002年 11月 

414 平成十五年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 2003年 11月 

415 平成十六年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 2004年 11月 

416 平成十七年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 2005年 11月 

417 平成十八年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 2006年 11月 

418 平成十九年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 2007年 11月 

419 平成二十年 卓越技術者の横顔 名工との出会い 中央職業能力開発協会 2008年 11月 

450 名工は語る 私の修業時代 「能力開発 21」編集部編 中央職業能力開発協会 2003年 2月 

451 名工は語る 私の修業時代 第三集 中央職業能力開発協会 2005年 9月 

452 名工は語る 私の修業時代 第五集 中央職業能力開発協会 2007年 12月 
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外国人研修等 

No. 図 書 名 著者／出版社等 出版年度 

500-1 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ 熔接コース 財団法人 国際研修協力機構 1992年 3月 

500-1 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾘｷｭﾗﾑ事例 熔接コース 財団法人 国際研修協力機構 1992年 3月 

500-2 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾃｷｽﾄ 電気工事コース 財団法人 国際研修協力機構 1992年 3月 

500-2 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ 電気工事コース 財団法人 国際研修協力機構 1992年 3月 

500-2 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾘｷｭﾗﾑ事例 電気工事コース 財団法人 国際研修協力機構 1992年 3月 

500-3 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ 自動車整備コース 財団法人 国際研修協力機構 1992年 3月 

500-3 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾘｷｭﾗﾑ事例 自動車整備コース 財団法人 国際研修協力機構 1992年 3月 

500-3 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾃｷｽﾄ 自動車整備コース 財団法人 国際研修協力機構 1992年 3月 

500-4 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ 建築塗装コース 財団法人 国際研修協力機構 1992年 3月 

500-4 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾘｷｭﾗﾑ事例 建築塗装コース 財団法人 国際研修協力機構 1992年 3月 

500-4 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾃｷｽﾄ 建築塗装コース 財団法人 国際研修協力機構 1992年 3月 

500-5 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ 金属塗装コース 財団法人 国際研修協力機構 1993年 3月 

500-5 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾘｷｭﾗﾑ事例 金属塗装コース 財団法人 国際研修協力機構 1993年 3月 

500-5 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾃｷｽﾄ 金属塗装コース 財団法人 国際研修協力機構 1993年 3月 

500-6 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ 板金コース 財団法人 国際研修協力機構 1993年 3月 

500-6 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶﾘｷｭﾗﾑ事例 板金コース 財団法人 国際研修協力機構 1993年 3月 

500-6 外国人研修におけるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾃｷｽﾄ 板金コース 財団法人 国際研修協力機構 1993年 3月 

501 安全衛生管理のしおり 日・英対訳版 財団法人 国際研修協力機構 1993年 3月 

502 安全衛生管理のしおり 日・中対訳版 財団法人 国際研修協力機構 1993年 3月 

503 安全衛生管理のしおり 日・インドネシア対訳版 財団法人 国際研修協力機構 1994年 3月 

504 人づくりへの技術協力 －外国人研修生の受入の実務－ 労働省職業能力開発局海外協力課編 1993年 4月 

505 わかりやすい入管法 山田 鐐一・黒木 忠正  有斐閣 1993年 4月 

506 外国人研修における日本語 －研修場面編－ 財団法人 国際研修協力機構 1994年 3月 

507 外国人研修における日本語 －作業場面編－ 財団法人 国際研修協力機構 1995年 3月 

508 外国人研修における日本語 －安全・衛生編－ 財団法人 国際研修協力機構 1995年 3月 

509 外国人研修における日本語指導のガイドライン 財団法人 国際研修協力機構 1995年 8月 

510 外国人研修生・労働者受入百問百答 中小企業労働福祉協会編 1996年 1月 

 


