「学習分析学会」「アルー株式会社」共同開催

インストラクショナル
デザイン基礎コース
研修の企画と改善の基本コース

2019年
参加費

会場

9月26日 /27日
木

1 日目

9:30-18:30

70,000 円（税別）/ 各回

2 日目

定員

アルー株式会社 本社セミナールーム

金

9:30-17:00

15名 / 各回

東京都千代田区九段北一丁目 13-5
ヒューリック九段ビル 2 階

学習項目
インストラクショナルデザイン（以下、ＩＤ）は、効果的かつ効率的な教育を設計・開発するための
方法と理論です。本セミナーは研修企画者＆発注者として、ＩＤ理論と事実を基に企画し、専門家か
らの提案や研修の問題点を合理性を持って判断し、改善アイデアなどを検討するための知識と技術
を育成します。

セミナー初日は、講義と小演習、全体演習を通してＩＤ理論の基本原則を掴みます。

２日目は、２つの事例演習（研修開発の事例演習＆研修改善の事例演習）を行い、研修企画や改善

の実践ポイントを理解します。多様な演習を通じて、ＩＤ理論の本質的な考え方や鍵となるテクニッ
クを掴み、それらを実践に適用するスキルを強化します。

学習目標
１

与えられた事例に対して、「研修企画概要書」を用いてＩＤ理論に則り、
最適な研修を企画できるようになる（知的技能）

２

与えられた事例に対して、「ＩＤチェックシート」を用いてＩＤ理論に則り、合理的な改善点や改善策
を整理できるようになる（知的技能）

３

学んだＩＤ理論を自分が企画する研修に活用したくなる（態度）

前提条件
本セミナーは、企業内研修に関わる方々を主要対象としており、
以下に示す業務経験ならびに業務権限を有していることを想定して開発されています。
以下の３条件を参加の前提条件とします。
担当研修を持ち、自分の意思で研修の改訂活動が行える権限を有してる
教育ベンダーや担当講師に研修の内容や方法に関する指示や依頼、打合せなどを自身の業務として
行っている
研修開発を実施した経験を有している。※集合研修の開発経験ならば、さらに良い

１日目：ＩＤ理論の基本知識

２日目：ＩＤの実践力強化

1．パフォーマンス向上と研修（研修の効用と限界） ３．総合演習（ID 理論の活用実践力の強化）
・研修の実施目的
・パフォーマンスの低減要因

2．インストラクショナルデザイン (ID) の概要

・ＩＤの定義と研修設計のシステム
アプローチモデル（ＡＤＤＩＥモデル）
・研修設計＆開発の全体概念モデル
・ニーズ分析・特定
・学習目標の明確化の３要素
・学習成果の分類（タキソノミー）
・学習者・コンテキスト分析・前提条件
・評価（学習目標到達の保証：事後評価テスト、
評価の種類）
・学習項目の構造化（学習内容の洗出し）
・学習目標の系列化
（学習の順序）（学習時間の見積り）
・指導方略
（手段・展開・環境／ガニェの９教授事象）
・学習モチベーション（ＡＲＣＳモデル）

１）研修企画演習：
「研修企画概要書」を用いてＩＤの
観点から研修を企画する
事例
「神戸支店を蘇らせろ
会議の活性化施策」
２）研修改善演習：
「ＩＤチェックシート」を用いて
ID の観点から研修の問題点を探る
事例
「８割の参加者が意識を失う
データリテラシー講座」

尚、上記事例は予告なく変更される場合がございます。

講師
堤 宇一氏 NPO 法人学習分析学会副理事長

熊本大学大学院社会文化科学研究科教授システム学専攻修了。
「教育効果測定」を 2000 年より専門テーマとして研究を開始。教育効果測定での米国の第一人者である
Jack Phillips 博士が主催する ROI Network（後に ASTD との事業提携により ASTD ROI Network に
名称改名）にて、アドバイザリーコミッティボードを 2 期（2001 ～ 2004 年）務める。（株）豊田自動
織機で行なった「SQC 問題解決コースの教育効果測定プロジェクト（2002）」は、アジア初の事例とし
て In Action ，Implementing Training Scorecards (ASTD) に掲載される｡ 2005 年に NPO 法人人材
育成マネジメント研究会を設立、2015 年 5 月に学習分析学会へ改組し、現職。
現在、産業人教育の品質向上を目指し「教育効果測定」「インストラクショナルデザイン」「人材育成」に
関するコンサルタントとしてコンサルテーション、講演、執筆等幅広く活動。

参考書籍

ご参加費の支払い方法・キャンセルポリシー

・「教材設計マニュアル - 独学を支援するために」 鈴木克明著
・「教育効果測定の実践 - 企業の実例をひも解く」 堤宇一著

北大路書房（2002）

会員＆非会員：￥70,000-（税別）/ 各回

参加費

日科技連出版（2012）

※本セミナーの参加費には、学習分析学会の会員・非会員の区分はございません。

※上記書籍の閲読は、参加の前提条件ではありません。参加前の予習や参加後の復習のための参考書籍としてご紹介しております。

お申込みいただいた後、順次メールで請求書（PDF 版）をお送りいたします。

支払方法

請求書に記載させていただくご案内の通り、お支払いをお願いいたします。

開催日程
開催日程

請求書、及び領収書の書面（原本）が必要な場合は、お申し込みフォーム最下部

2019 年 9 月 26 日（木）

9:30 - 18:30 （開場 9:10）

2019 年 9 月 27 日（金）

9:30 - 17:00 （開場 9:10）

「その他ございましたら、ご記入ください。」欄にその旨ご記入ください。
キャンセルポリシー

キャンセルとは、アルー株式会社が実施する有料公開セミナーのお申し込みにおいて、
お申し込みフォーム入力・内容確定・送信後、お申し込み者のご都合によりお申し込みの
取り消しをすることをいい、弊社担当者に書面又は e-mail にてご連絡（キャンセルの
お申し出）をいただいた時点により、以下の通り取り扱いを定めます。

開催会場

・セミナー実施日前々日 18 時以降のご連絡

〒102-0073
東京都千代田区九段北一丁目 13-5

・セミナー実施日より 14 日前の 18 時以降のご連絡

請求いたします。
ヒューリック九段ビル 2 階

アルー株式会社

該当するセミナー参加費用の 75％を請求いたします。

セミナールーム

・セミナー実施日より 30 日前の 18 時以降のご連絡

電話 03-6268-9791
会場 URL：https://www.alue.co.jp/corporate/

りそな
銀 行

九段下駅

４番出口

靖国
通り

九段会館

該当するセミナー参加費用の 100％を

北の丸
スクエアビル

九段下駅３番出口
ファミリー
マート

該当するセミナー参加費用の 50％を請求いたします。

ヒューリック
九段ビル

グランド
パレス

九段下駅７番出口
目白通り
エクセルシオール
カフェ九段下店

・東京メトロ東西線「九段下駅」
7 番出口より 徒歩 0 分
・東京メトロ半蔵門線・
都営地下鉄新宿線「九段下駅」
3b 出口より 徒歩 2 分
・JR 中央・総武線「飯田橋駅」
東口より 徒歩 10 分

お申し込み方法
アルー株式会社コーポレートサイトよりお申込みいただく方法が便利です。

コーポレートサイト URL https://www.alue.co.jp
1

コーポレートサイト

ナビゲーションバーの「セミナー情報」をクリックしてください

2 「セミナー情報」ページから当セミナーをご選択ください

定員
15 名
※最少催行人数：4 名
開催５営業日前までにお申込人数が最少催行人数に満たない場合は、中止とさせていただきます。
また、定員になり次第、申込を締切ります。予めご了承ください。

3

ページ最下部の

4

お申し込みフォームに必要事項をご入力いただき、確認・送信していただきます

お申し込みバナーをクリックしていただきます

セミナー運営事務局よりお申込み受信のメールが届かなかった場合は大変お手数ですが、下記連絡先までご連絡をいただけますと幸いでございます。

肖像権使用許諾のお願い
アルー株式会社では、広報活動及びサービスの向上に活用させていただくために、ビデオ撮影・写真撮影・音声録音・
アンケートなどを実施しております。こうした記録情報はアルー株式会社及び学習分析学会のホームページや配布資料
に活用させていただく場合がございます。予めご了承ください。
※セミナー当日、ご了承いただける方には肖像権利用許諾書にご記入いただきます。

アルー株式会社

企画広報グループ

担当 / ヤベ
東京都千代田区九段北 1-13-5 ヒューリック九段ビル 2F

www.alue.co.jp

info@alue.co.jp

TEL:03-6268-9791 FAX:03-6268-9792
受付時間：9 :0 0 〜1 8 :0 0 月〜金（祝 祭 日 除 く ）

