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自己肯定感が
女性活躍のキー！？

のママ向けサービスを産んだプロジェクト
の の自己肯定感を向上させ
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自己肯定感の高い人は、改善に繋がる振り返
りを自発的に行うことによって、相互フィー
ドバックによるノウハウの開示や、目標達成
に向けた前向きな行動が増えるためです。

どうしたら自己肯定感を高められるのか？

自己肯定感の高い人の多い組織は、低い人が多い組織と比べて、
時間的な制約があっても前向きに働くママ社員が多く見られます。

▶出来ないことに言い訳を続け、行動を起こ
　さない。
▶行動を振り返らない、もしくは表面上の振
　り返りとなり、同じ行動を繰り返す。
▶与えられたことをやっている、という受け
　身の態度から抜けきれず、主体的行動者と
　なれない。

▶まずはやってみる、というマインドが組織
　全体の行動量に繋がる。
▶活発な振り返りが行われ、行動の問題点を
　自ら発見できる。
▶自ら改善方法を考え、目標にすることで、
　コミットメントが上がり、目標が達成され
　やすい状態となる。

自己肯定感が低い人が多い組織

なぜ組織には自己肯定感が必要なのか？1

自己肯定感が高い人が多い組織



広告業界のリーディングカンパニー A社では、性別や年齢
に関係なく、実力主義のカルチャーが浸透している。元々
労働時間が長い慣例がある業界であり、特に営業やクリエ
イティブ部門では、クライアントの要望に応えるべく、休
日深夜まで働くことは珍しくない。
そんなA社でも、子育て中で時短勤務をしているママ社員
数が増えてきた。クライアントの予定に左右され自ら時間
をコントロールすることが困難な業界、かつ労働時間が長
いことが当然とされるムードが漂う社内で、時短勤務のマ
マ社員にいかに活躍してもらうかは、社内でも重要なテー
マになりつつあった。

事例のご紹介2
事例企業のご紹介

A社には50を超える部署があるが、出産育児休暇復帰後、
時短勤務を申請している女性が少なくとも１名は存在して
いた。そのほとんどが産休前の職場に復帰したものの、時
間的な制約があり、産休前に比べて思うように成果を出せ
ないで悩んでいた。とくにキャリアを追求してきた女性た
ちにとっては、時間の制約により仕事を任されないことに
歯がゆさを感じ、早く帰ることについて罪悪感を感じたり
している人が多かった。時間に追われれば気持ちにも余裕
がなくなり、思うように成果が出せないという悪循環にも
悩んでいた。
そんなママ社員たちに、同じ状況のママ社員と悩みを共有
する場を設け、前向きに仕事に取り組んでもらおうと「マ
マ社員活躍推進のためのワークショップ」が実施された。

プロジェクト実施背景



実践結果3
ママ社員の自発的な前向き行動の積み重ねにより、社内の集まりから社外の
ママネットワークをつなぐ新規事業が発足し、年商数億円のビジネスに！

オフラインから始まり、
オンラインで続ける対話の場を用意 

「フィードバック」を活用した
自己肯定感向上サイクルの導入

行動を記録し
各人が確実に行動につなげる

PDCFA メソッドならではの 3 つのポイント ネットマンの役割

プロジェクト
設計

継続サイクル

実践

Point ２

Point ３ 自ら・チームメンバーの目標と行動を可視化し、
チーム全体が前向きに行動していく仕組みを導入

同質性が高く、評価者のいない
守られた場で、プライベートまで
踏み込んだプロジェクト設計

上長がいない部署横断チームの編成
▶ ママ社員の悩みを本音で共有できる空間を用意するため、
　 所属長は一切いれない、ママ社員のみでチームを構成

仕事だけでなく、
プライベートに踏み込んだ悩みも共有
▶ ママ社員の仕事の悩みは、仕事が始まる前のプライベー
トな時間から始まっていることに着目。プロジェクトではプ
ライベートの時間までフォーカスに入れて設計

▶ ワークショップ後も、ママ社員の目標と行動をメンバー
間で共有し、フィードバックが行える IT システムを導入。悩
みを共有するだけではない、目標を設け前向きな行動を続け
ることで自己肯定感をあげていく

▶ 制約の多いママ社員でも、継続的に目標を達成するため
　 に不可欠なノウハウをアドバイス

Point １



PDCFAメソッドを活用して
時短中のママ社員が新規事業を立ち上げるに至るまでの

実例とポイントのご紹介



実践内容4

プロジェクトチーム

プロジェクト概要

部門や職種が重ならないよう、
時短中のママ社員の各 5 名 4 チームで構成

継続
サイクル実践プロジェクト

設計

プロジェクトは部署横断チーム 20 名で 3 か月間実践した。

ワークショップ（目標設定と行動計画の策定）と設定した行動計画の職場での実践とその振り返りを Action T.C.
上で共有。チーム内でフィードバックを行った。実施期間は３か月。終了時には「ベストフィードバック」を参
加者で投票し、多く票を集めたフィードバックをしたママ社員を表彰。

週 1 回、目標と行動計画についての振り返りとフィードバックを実施

全体振り返りと
「ベストフィードバック表彰」

チームA チームB チームC チームD

実践・フィードバックワークショップ



5

ワークショップでは、ママ社員に悩んでいるのは自分だけではないという立場に気づいても
らうため、お互いの不安を共有しながら現状を受け止めていくチームビルディングのセッ
ションが手厚く行われた。

ワークショップ開始時に、ママ社員たちの置かれた状況は、仕事や社内外のママ社員にも役
に立つという使命感を設定。ただ愚痴をこぼしあうだけでなく、前向きな行動につなげるた
めの動機づけになった。

ワークショップ後、行動計画を立案するセッションが行われた。初回のワークショップを通
じて、全体に上司に対して自分の不安をしっかり話してみようというムードが出来上がって
いることも影響して、それぞれ時短で働く上で働きやすくなるための行動計画が立案された。

週一回の振り返りは、アクションプランの実践状況はもちろん、その週の仕事についての内
省となっていた。週報と違い上司に報告する文章ではないので、正直に仕事の悩みが書き込
まれた。それに共感する仲間からのフィードバックによって励まされた。女性同士でも、愚
痴をこぼすばかりなど仲良しクラブに陥ることがなく、時には「これではいけない」と互い
に自制し、よい意味で強く刺激しあう場面もあった。

継続
サイクル実践プロジェクト

設計今回の事例におけるチーム設計のポイント

性別関係なくキャリアを積める一方、社内にマ
マ社員としてのロールモデルがおらず、多様な
働き方への受け入れ態勢が整っていなかった。 1

2

3

4

本ケースの課題と状況 チーム設計　～成功に導く4つのポイント～

長時間労働が成果を出すには不可欠という暗黙
の了解がある中で、ママ社員は短時間勤務をす
ることについての後ろめたさで、新しい仕事に
挑戦したくてもサポート・ルーティン的な仕事
に甘んじがちだった。

仕事と家事育児を両立するママ社員たちは、助
けを求める適切な相手も時間的余裕もなく、悩
みを抱えたまま日々時間に追われていた。

そこで、同じ状況の時短ママ社員の悩みを少し
でも減らし、前向きになれる行動を増やすため
のプロジェクトが企画された。



アクションプランの例6
人事部の目標

行動目標

行動習慣
▶ 子どものことで緊急で帰る必要がある場合はすぐ上司に相談する。　 　 
     〔上司や同僚とのコミュニケーション行動〕

▶ 女性管理職率 20％達成。

▶ 女性離職率 30％削減。
▶ 社内支援制度の利用率を 50％向上。

▶ 適切な報連相ができるようにする。

▶ 所定外労働時間を 30％削減する。
▶ 仕事と育児・介護を両立させる。

▶ 効率を上げるため出勤直後に当日の業務内容を上司に聞く。
　 〔自分の生産性を向上のための行動〕

▶ 出勤前どんなに忙しくても洗い物をやりきってから出勤する。
　 〔自分の生活の質を高める行動 CS 向上施策〕



３ヶ月間継続

PDCFAメソッドを用いた
自己肯定感向上のメカニズム7

実
施
内
容

ポ
イ
ン
ト

自己開示が行える（＝本音で
発言ができる）チーム作り→
チーム内での自己開示による
信頼感の醸成→共通の目標設
定による一体感の強化と、競
争のメカニズムの発生。

「自己肯定感の上がり
やすい素地づくり」

安心して発言できる場だからこそできる、本音での振り返り
と、そのフィードバック→同じ立場で苦労している仲間を励ま
すことで、自己肯定感があがる→行動の明確化による実践の積
み重ねと、フィードバックを通じた活躍の場の発見によりさら
に自己肯定感が上がっていく。

「自己肯定感が上がる相互フィードバック」

ワークショップ 職場実践

意識の変化に
よる行動改善

相互フィード
バック

前向きな
行動

行動計画を立てる

目標を設定する 自律型人材・
組織育成
のサイクル

行動の振り返り

高まる自己肯定感

継続
サイクル実践プロジェクト

設計



PDCFAメソッドを用いた
自己肯定感向上の実例8

３ヶ月間継続

実
施
内
容

目標の達成

ワークショップ 職場実践

意識の変化に
よる行動改善

相互フィード
バック

前向きな
行動

行動計画を立てる

目標を設定する 自律型人材・
組織育成
のサイクル

行動の振り返り

高まる自己肯定感

①
③

⑥

⑦

④

⑤
②

継続
サイクル実践

①

②

上司に対して自分の不安をしっかり話してみようとチームで合意。時
短で働くうえで生産性を上げて働きやすくするための行動計画が立案
された。

③ メンバーは IT システムを使って毎週一回のセルフチェックと振り返
りを行った。週一回の振り返りは、アクションプランの実践状況は
もちろん、その週の仕事についての内省。週報と違い上司に報告す
る文章ではないので、正直に仕事の悩みが書き込まれた。

④ 共感する仲間からのフィードバックによって励まされる。プロ意識を持つ仲間
として、グチをこぼすばかりなど仲良しクラブに陥ることがないようにした。

⑤ 自分の状況を分かってくれる仲間がいること、ママ社員としての強みを生かせ
る場面があると励ましてくれる上司の存在で、困難な状況を前向きにとらえら
れるように考え方が変わってきた！次第に自信を取り戻す。

⑥ そうは言っても仕事とママの両立はキツイ。弱音を言いたくなることもある。
思わず言い訳すると他のママ社員から「これではいけない。一緒に頑張ろう」
といい意味で強く刺激しあう場面もあった。

⑦ 3 か月後、参加したママ社員たちにより、働くママをターゲットとしたリアル
プロジェクトがスタートした。各部署を代表するママ社員たちは、自分たちの
経験を活かして世のワーキングマザーに向けたメディアを立ち上げ、1 年後に
は年商数億円の規模にまで事業は成長した。時間的制約があっても、自己肯定
感があがったママ社員が発揮するエネルギーの大きさを実証することとなった。

行動計画は
1. 上司や同僚とのコミュニケーション行動

【例：子どものことで緊急で帰る必要がある場合はすぐ上司に相談する】
2. 自分の生産性を向上のための行動

【例：効率を上げるため出勤直後に当日の業務内容を上司に聞く】
3. 自分の生活の質を高める行動に分類された。

【例：朝どんなに忙しくても洗い物をやりきってから出勤する】

プロジェクト
設計



自己肯定感が高いと ▶ 自分自身で課題を見つけ、コミットメントできる目標を作る。
自己肯定感が低いと ▶ 会社から与えられ、無理やりやらされている感覚で、腹落ちしないまま目標を設定する。

目標設定 コミットメントできる目標を作る

行動習慣 計画した行動を続ける
自己肯定感が高いと ▶ 自分で行動計画を立て、とにかくまずやってみようとする。
自己肯定感が低いと ▶ 失敗を怖がり、できることしかやらない、初めからどうせできないと諦める。
　　　　　　　　　　  できなかったことについては、「時間がなかった、自分以外の誰かのせいだ」と言い訳し、ますます自己嫌悪に陥る。

内省 自らと向き合う
自己肯定感が高いと ▶ 自分の行動を客観的に認め、できたこと・できなかったことについての原因を分析し、次の行動につなげる。
自己肯定感が低いと ▶ 自分のための内省ではなく、他人の眼を気にした反省文・報告文のような形だけのキレイな文章を書く。

吸収 他者への問いかけ
自己肯定感が高いと ▶ 他者に対しても自己と切り離して客観的に観察できるため、共感しつつも相手に気づきを与える言葉をずばり言える。
自己肯定感が低いと ▶ 相手に気を遣うだけで、共感はすれど薄っぺらい言葉をかける。多くの場合続かない。

行動改善 日々の行動への工夫
自己肯定感が高いと ▶ ありたい自分に近づくため、常に新たな目標を設定し、達成するための最適な行動を求めて工夫しつづける。
自己肯定感が低いと ▶ なじみのある普段のやり方変えることを恐れ、行動を変えなければいけないとわかっていても同じような行動を続けてしまう。

なぜ PDCFA メソッドによる自己肯定感の向上が
時間的制約にとらわれず前向きに提案できるママ社員を増やせたのか ? 

自発的かつ効果的にPDCFAサイクルを回せるようになり、
最終的に「ありたい姿」を実現できるから。
自己肯定感が低いと、目標を本当に達成できるか自信を持てず、そのため行動に変化を起こす
ことを恐れ、他者とも目標達成に必要なコミュニケーションをとれない。

D

C

F

A

P

9



ネットマンが提唱する「自己肯定感  向上7ステップ」10

Step1   自己認識 「できたこと」と感情を自ら認識する。 できたことに着目するようになっている状態。
「意外とできてるな」「今こんな気持ちなのか」

Step2   承認 周りから「できていること」を認められる。
できたことを周りから認められている状態。

「見られているな」「うれしいな」

Step4   貢献 他者と相互フィードバック（「共感＋質問」）を
することができる。質問が自分にも影響する。

他者と相互成長関係があり感謝し合っている状態。
「ありがたいな」「確かにそうだな」

Step6   挑戦 困難な課題に対応したり、新しいことにも楽し
みながら積極的な行動ができる。

前向き、楽天的に困難にチャレンジしている状態。
「面白いな」「楽しいなあ」

Step3   自己開示 目標への想い、行動や経験、本音の感情を素直
に周りに公開することができる。

安心していて不安や恐怖から解放されている状態。
「自分は自分でいいんだな」「今こうなんだな」

Step5   目的思考 目的から考え「そもそもなぜやっているのか」
と上位視点で本質的な思考ができる。

「違う」「足りない」とクリティカルに考えられる状態。
「もっと別の方法ないかな」「別の見方ないかな」

Step7   自律 どんな時も自然と自分の強みを活かし「自分ら
しい」行動で成果を出すことができる。

自然体で迷いなく取り組んでいる状態。
「成せる自信があるな」「充実しているな」

成長レベル 何が「できる」か 代表的な精神状態



実践結果 11
組織に属する全員が目標に対して継続的にコミットし、改善を続けていくためには、すべての過程
と結果が「見える化」していることが前提となります。PDCFA メソッドでは、一時点での結果だけ
でなく、個人・チーム・組織のすべてにおいて、目標を達成するまでの途中経過も公開することに
より、継続的に行動を変えながら目標を達成していく仕組みを導入しています。

＊行動データの画面の画像は本プロジェクトで活用したものとは異なります。

行動の見える化

結果の見える化

売上目標

組織全体・チーム全体での数字での行動管理個人単位で決定した目標と、その進捗を確認

1 週目 2週目 3週目 ４週目

毎日、新規
顧客にアポ
３件以上…

毎週、提案
書を改良し
て上司に…

毎朝出社し
たら、スケ
ジュール…

新規商品売上 2000 万円達成

5 週目 6週目 7週目

新規商品売上 2000 万円達成

毎日、新規顧客にアポ３件以上とる

毎週、提案書を改良して上司に確認する

40%（2/5）

20%（1/5）

TOEIC で 800 点以上とる

昼休みに海外 WEB メディアの記事を読む

毎日通勤電車で単語ドリルを３ページ行う

20%（1/5）

60%（1/5）

16.07.23-17.02.14

8/1 9/1 9/30

2016.08.01 - 2016.09.30

目標の編集 セルフチェック

8/15 9/1 9/15

行動の編集

目標の編集 セルフチェック行動の編集

10:00 60%● ● ● ● ●

ACTION PLAN

TOEIC にて 800 点以上をとる

昼休みに海外 WEB メディアの記事を読む

毎日通勤電車で単語ドリルを３ページ行う

目標　

毎週

行動

リマインダー設定

曜日：月曜日 スヌーズ通知：毎日

保存

達成期限：2017.03.31( 残り 95 日 )

継続
サイクル実践

全体 102% 達成
9,200 万 /9,000万

チーム A 100% 達成
1,802 万 / 1,800 万

1,920 万 / 1,800 万

1,878 万 / 1,800 万

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

個人成績

チーム B 107% 達成

チーム C 104% 達成

集約

今週は順調に毎日３件アポイントメントをとることができた。た
だ決裁権のあるマネージャクラスの方のアポが取れず苦戦してい
る。提案書のバージョンアップをしているが、改良する部分がもっ
とないか考える必要がある。まずは、顧客がすでにどれくらい理
解しているのか確認したい。

au 10:00 60%● ● ● ● ●

頑張っていて、すごいですね！私もアポの取り方に苦労しました。
電話するだけでなく、カタログを郵送してから電話するなど、何か
工夫できる点を考えてみたらどうでしょうか？

そうですね。顧客リストをもう一回確認してみます。

私の担当する関西エリアでは、既存のお客様の紹介で、お客様の会
社の子会社の受注をとることができて目標を達成できました。東京
エリアも、子会社をもつ大きな会社が多いので紹介してもらえるの
ではないでしょうか？

読んだよ (2K) フィードバック (200)

Taro Yamada 2016.7.20 19:28

新規商品売上 2000 万円達成

Taro Yamada の振り返り

ありがとう。それはいいアイデアですね。実践してみます。

返信する

返信する

Shinji Hayashi 2016.07.24  13:15

Hanako Kawamoto 2016.07.24  13:13

プロジェクト
設計



ネットマンの自己肯定感を活用した

前向きに提案できるママ社員を増やした
モデルの導入フロー



12 ネットマンのPDCGAメソッドを用いた
前向きに提案できるママ社員を増やしたモデル導入フロー

導入フェーズでは下記のご支援をいたします。

▶ 研修または会議
　 ― 適切な目標設定の指導
　 ― ファシリテーション
▶ チーム組成とオンラインの場提供
　 ー 継続的な目標設定・行動実践のためのアドバイス
▶ チーム運営についてのフォローアップおよびシステ
　 ムサポート

次のプロジェクトに活用

フロー ネットマンの役割

設計フェーズ

見える化と
レビュー

導入フェーズ

過去のコンサルティングの知見を活用し、御社のご要
望・課題の本質をとらえた上で、適切なモデルの提案を
行います。

御社からデータをお預かりした上で、弊社にてデータを
分析、ご報告いたします。

▶ 問題意識についてのヒアリング
▶ 課題解決に効果のある打ち手の定義
▶ プロジェクト計画の作成
▶ 効果測定指標の決定
▶ 当社のフォローアップ体制の決定
▶ プロジェクト推進リーダー養成研修の実施計画

業績達成モデルの運用

PDCFA サ イ ク ル を 導 入
した結果、当初の課題に
対して、どのような結果
が出たかを見える化し、
レビューを行います。

第
　
　
回

回
平
均

「中間管理職社内研修」成長カルテ

クラス

実践期間

商談のたび…

お客さまの…

毎日通勤電…

週末の就寝…

朝礼で部下…

部内の信頼…

ランキング2016/04/01 ～ 2017/04/01 (24/24週 )

2016/04/01 ～ 2016/06/01 4/5

4/52016/04/01 ～ 2016/06/01

行動目標

行動目標 行動実践期間

行動習慣

行動習慣数：4個　行動習慣数：18個　行動変容数：2回

今期、提案の質を向上し利益額を倍増する

1回 (8/5) 2
回
平
均

1

4

4

5

5

4

4

4

5

4

3

2 回 (10/14)

2 回平均

2

リーダーシップ

PDCFAサイクルの実践についての満足度を１０段階でお答えください。

9

揺らぎのない目標設定とその達成技術 PDCFAを学び、実践することで多くを学びました。
特に続けていくためには行動計画が重要であることは身にしみてわかりました。
フィードバックは自分には難しかったですが、引き続き続けていこうと思います。

いま感じている課題があればご記入ください。

お客さまに対してはもちろんですが、社内でもより円滑に効率的に仕事をするために、今よりも高いコミュニケーション力を身につけたいと考え
ています。

リーダーシップ

コミュニケーション
コミュニケーション

問題解決力

問題解決力

環境適合力

環境適合力 言語適応力

言語適
応力

お客さまの声を活かすため、商談をするたびに商品の満足度合いや改善要望を直
接お聞きして、毎週末の部内会議でレポートする

商談のたびに気づいたことをアイデア手帳に書き、提案に利用する

チーム：1位／ 23 チーム中
メンバー：1位／ 23 チーム中

振り返り数：24回　フィードバック数：25回　フィードバックされた数：28回

8

7

実践内容

チーム チームA 部署

氏名：

営業部

山田　太郎

1. 実践結果

3. セルフチェックの履歴 (直近 22週 )

4. 振り返りの履歴 (最新の振り返り2つ )
04/17

04/01 04/08 04/15 04/22 04/29 05/06 05/13 05/20 05/27 06/03 06/10 06/17 06/24 07/01 07/08 07/15 07/22 07/29 08/02 08/09 08/16 08/23

04/24

04/13

04/27

5. フィードバックの履歴 (最新のフィードバック2つ )

6. サーベイ結果

7. 最終アンケート結果

2. 行動目標の達成度 (最新の行動目標4つ )

● 2016/04/01 ～ 2016/06/01 ( 達成度：80%)

1

2016/04/01 ～ 2016/06/01 5/5

5/52016/04/01 ～ 2016/06/01

行動目標 行動実践期間

行動習慣

今年の 10月までに TOEIC900 点をとる

週末の就寝前の 30分間、英文法の学習を行い、不明点はメモ帳に書きとめ、英
会話学校に行った際に先生に質問をする

毎日通勤電車の中で単語ドリルを行い、成績表を掲示する6

5

● 2016/04/01 ～ 2016/06/01 ( 達成度：100%)

2016/04/01 ～ 2016/06/01 5/5

5/52016/04/01 ～ 2016/06/01

行動目標 行動実践期間

行動習慣

今期の直属の部下８人の営業成績を前年比 150％にする

部内の信頼を得るため、毎朝 30分前に出勤し全員に声をかける

朝礼で部下からの相談を聞き、その場でアドバイスする4

3

● 2016/04/01 ～ 2016/06/01 ( 達成度：100%)

2016/04/01 ～ 2016/06/01 4/5

4/52016/04/01 ～ 2016/06/01

行動目標 行動実践期間

行動習慣

８月末までに、プロジェクトメンバーで作成提案資料を使って、お客さまに商品の魅
力を５分で理解させることができるようになる

毎日終礼時に、プロジェクトメンバー以外の人の前でロープレを行い、その場で
問題点を指摘してもらう

継続受注のお客さまに会うたびに、商品のどこに満足しているのかを聞いて、提
案書を改良し、社内に共有する

2

1

● 2016/04/01 ～ 2016/06/01 ( 達成度：80%)

5

3

4

5

4

第
　
　
回
1

5

3

4

5

4

5

4

3

2

1

今週は主力商品のお客さまとの商談が多くあった。提案メモ帳に書き留めたアイデアを利用してA案件の提案を作成し、相手社長との商
談にあたった。結果は、最高の回答が得られて大満足。普段からアイデアをためておいたおかげだと思った。ただ、売上に関係する部分
での仕入額が若干不満足の様子であり、もっと相手のことを考え、最大限のコスト削減に挑戦する必要があると思った。

アイデア手帳を利用して受注に成功したのは普段の努力の賜物ですね。提案の内容は良さそうですが、利益に関してはどうでしょうか。
仕入単価を見直すことは効果がありそうですね。私も英語の勉強をしているんですよ。今、夜間学校に通っています。とってもいい先生
がいますので今度紹介しますね。毎日終電が続いているようですのでスケジュールの整理はいいですね。他にも仕事の効率を上げる方法
を考えてみたらどうですか。　

商談のたびにお客さまに満足いただいている点を聞くなんて、とてもいい営業活動ですね。私はいつもサポートセンターに入っているユ
ーザーの声を確認してから営業しています。商品の魅力がお客さまに伝わる資料ができあがってきていますか？商品企画部に比較データ
を求めているようですが、それだと時間がかかってしまいますね。もっと早く情報を収集できる方法を考えてみたらどうでしょうか。

毎日、通勤電車の中で英語の単語ドリルを行なってはいるが、どうしても帰りの電車の中は眠ってしまう。今週もほぼ毎日終電だったの
で、十分な単語の勉強ができていない。目標に近づけず悔しい。もっと仕事の効率を上げて、早めの帰宅をすることで、勉強する時間を
増やす必要がある。まずは毎朝、スケジュールの整理を行なってみよう。  

＊ネットマンの支援内容はお客様とご相談の上決定しますが、上記は代表的なご依頼の例です。

6 ヶ月間継続

職場CS向上ミニセミナー 職場実践

意識の変化に
よる行動改善

相互フィード
バック

前向きな
行動

行動計画を立てる

目標を設定する 自律型人材・
組織育成
のサイクル

行動の振り返り

高まる自己肯定感



対面での打ち合わせ・会議・研修をムダにしない、
ネットマンの IT システム = Action T.C.。

主な機能

2007 年 8 月 24 日取得
特許 4001300 号取得商品

Date of Patent : Sep.25.2012
Patent No. : US 8.275.651 B2

PCT filed.( 国際特許出願 ) Dec.2.2005

・ありたい姿
・アクションプラン
・セルフチェック
・振り返り

・フィードバック
・チーム一覧
・アドバイザー
・効果測定（管理画面）

相互フィードバックを促す仕組み

「目標達成のための行動変容システム」として日米で特許取得

フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社「Habitizer」にOEM提供

やりっぱなしを防ぐITシステム

特許情報

OEM



「ありたい姿」の実現

P 目標設定（目標を立てる技術）

START

D

C

F

A

行動習慣（行動を続ける技術）

内省（行動を振り返る技術）

吸収（人から吸収する技術）

行動改善（行動を変える技術）

目標達成

PDCAは回らない。
行動変容を習慣化させるメソッド「PDCFAサイクル」。

著者：永谷研一　出版：ProFuture

目標設定が失敗する3つの理由や、職場での
行動力を高める内省とチームづくりなど、1
万2000人のデータから導き出された「研修」
が変わる、「行動」が変わる45の具体策。

人材育成担当者のための
絶対に行動定着させる技術

フィードバックにより自己肯定感が上がり、
改善活動が回り出す

関連書籍

メソッド

達成期限と達成基準を明確化し、揺らぎのない目標を設定します。
１. P：目標設定（目標を立てる技術）

続かない要素をなくし、確実に繰り返し実践される行動習慣を計画します。
２. D：行動習慣（行動を続ける技術）

経験したことを自己分析して文章化することで、行動を客観的に深く振り返ります。
３ . C：内省（行動を振り返る技術）

チーム内で相互フィードバックを行い、人の意見や視点を次なる行動に活かします。
４ . F：吸収（人から吸収する技術）

自分自身や周りから得た気づきを元に、行動計画をより最適な形に変えていきます。
５. A：行動改善（行動を変える技術）

PDCFA サイクル  5 つの技術



keiyaku@netman.co.jp に以下のメールにて申し込み下さい。
件名：「個別相談希望」
本文：連絡先　（会社名、部署名、住所、電話番号等）
　　　テーマや課題（簡単で構いません）
　　　希望相談日時　（第一希望、第二希望、第三希望の日時）
　　　希望相談方法（面談、電話、スカイプ）

「目標達成のための行動変容に関わる人材育成、組織開発と仕組みの構築」
テーマ

1．やりっぱなしの研修を行動定着型に転換する
2．メンター制度を支援し OJT の仕組みを再構築する
3．新人・若手を動機付け、基礎行動を根付ける
4．新任管理職やリーダーの行動変容を促進する
5．行動様式の定着と人事評価を連動する

具体例

申し込み方法

東京都内近隣であれば面談にて。遠方であれば電話やスカイプ等で行います。
コミュニケーション方法

http://netman.co.jp
株式会社ネットマン

株式会社ネットマンでは以下のテーマでのコンサルティングを
無料にて行います。お気軽にお問い合わせ下さい。

毎 週
3社限定
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