人財アセスメント・研修・組織分析コンサル等で1000社以上の実績

2018年度版

人財アセスメントのスペシャリスト・
診断分析アセッサーを養成する

「NET診断スペシャリスト™」
認定講習会～総合案内～
「NET診断スペシャリストTM」は科学的・客観的な人財アセスメントツールを活用することによって、
人財を短時間で精度高く分析し、適性・資質・適職・コンピテンシー・人間力・スキル等からの
多面的な可視化を実施し、その総合的な結果から判断して、個人への適正なフィードバック、
キャリアコンサルティングを実現し、また、企業への組織分析を行える、
精度高い診断分析技術を養成する認定資格講習会です。
「NET診断スペシャリストTM」の受講対象は、企業の人事部、人材開発部等で、採用や適材適所配属、評
価、人材開発、キャリアカウンセリング、社員研修、階層別・管理職研修、コンピテンシー育成研修や、研修の
コーディネートなどを行っている方々や、また、大学のキャリアセンター等で学生の就職・適職指導として実践的
なキャリアカウンセリングに活用したい方です。各業務において、客観的な診断結果や、適職分析の結果をもと
に、自信と根拠をもって正しくフィードバック・人財分析が実践できるようになることを目的としています。

「NET診断スペシャリスト」認定講習会
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TM

「NET診断スペシャリスト 」認定講習会

「NET診断スペシャリストTM」オープンコース募集中の講座

（※10名以上にてオンサイト実施も可）

レベル

資格名称

所要期間

公開講習会
（認定試験料含む）

資格認定料

再試験の場合の
認定試験料（注）

初級

「NET診断スペシャリスト(TM)」 2級

1日(7h)
※試験は当日実施

30,000円(税別)

10,000円 (税別)

10,000円 (税別)

中級

「NET診断スペシャリスト(TM)」 １級

1日(7h)
※試験は当日実施

60,000円 (税別)

10,000円 (税別)

10,000円(税別)

上級

「NET診断スペシャリスト(TM)」 准マスター
「認定診断分析アセッサー」

3日(8h×3日)
※試験は別日に実施

（コンサルタント）

480,000円（税別）

▼２級・１級の日時や詳細は、以下のNETセミナーサイトからご覧いただけます。

⇒

40,000円(税別)※
※実技試験、口頭試問有

http://www.nextet.net/seminar_search/

▼准マスター「認定診断分析アセッサー」は、右ページをご覧ください。

「NET診断スペシャリスト」２級・1級のレベルと学習内容について
認定資格コース名

NET診断スペシャリストTM 2級

講師

NET診断スペシャリストTM マスター／准マスター 講師陣が担当

費用

講習１日+認定試験の受験料、認定料含め

日時

毎月１回開催 日時詳細は、別途ご案内
NETセミナーサイトをご確認ください。 ⇒ http://www.nextet.net/seminar_search/

会場

ネクストエデュケーションシンク セミナールームもしくは指定会場（東京）

標準価格 40,000円+消費税（※診断料金含む）

※人数により会場が変更になる場合がございます。

資格レベル

「NET診断スペシャリスト」のベーシック資格。「NET＊ASK」／「社会人基礎力診断business」／「人間力診断（総
合コンピテンシー診断）」（以下、対象診断ツールという）を事前に実施し、３つのアセスメントツールの分析結果の基
礎的な解釈が出来るレベル。

学習内容

様々なビジネスシーンにおいて、目的に即した診断ツールを活用し、適性、適職・コンピテンシー保有の判断、現状の組
織における構成人員の傾向分析、また診断結果から考えられる、個々の人財育成の方向性の正しい理解ができること
を目標とします。

カリキュラム（抜粋）

NET診断スペシャリストTMの概要／アセスメントの必要性／人財の能力について／個性を可視化する適性診断
「NET*ASK」について／「社会人基礎力」とは／「人間力診断」について／診断結果フィードバック／分析事例／認
定試験

認定条件

・認定講習会参加前に３つの対象WEB診断ツールを実施していること。
・１日間の公開講習会に参加し、認定資格試験に合格すること。
・各診断の分析結果について、基本的な理解・解釈が出来ること。

Step UP！
認定資格コース名

NET診断スペシャリストTM １級

講師

NET診断スペシャリストTM マスター 講師陣が担当

費用

講習１日+認定試験の受験料、認定料含め

日時

日時詳細は、別途ご案内
NETセミナーサイトをご確認ください。 ⇒ http://www.nextet.net/seminar_search/

会場

ネクストエデュケーションシンク セミナールームもしくは指定会場（東京）

標準価格 70,000円+消費税

※人数により会場が変更になる場合がございます。

資格レベル

「NET診断スペシャリストTM」2級を取得後、診断結果について適性・資質・コンピテンシーの両面から、高いレベルでの
応用解釈ができ、人財への適切なフィードバックや、他のツールも合わせて活用できるレベル。

学習内容

各アセスメントツールをあわせて応用活用ができるレベルを目標とします。

カリキュラム（抜粋）

企業・組織での活用事例／診断結果の詳細な解釈／診断分析演習／認定試験

認定条件

・１日間の認定講習会に参加し、認定資格試験に合格すること。
・各診断の結果について、適性・コンピテンシーの両面から応用的な理解・解釈が出来ること。
※１級の講習会は、各診断事例の応用分析が中心となり、ワークショップ形式にて分析・演習を行い、実例を基に適
切な分析・解説ができること。

更なるStep UPは……次頁の NET診断スペシャリストTM准マスター『認定診断分析アセッサー』へ
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最新資格『認定診断分析アセッサー』養成講座【2018年度版】
認定資格コース名

「NET診断スペシャリストTM准マスター」 『認定診断分析アセッサー』養成講座

企業の財産である「人財」を多面的、客観的に正しく可視化・評価し、それを組織発展に活かすための実践的なアセスメント
技術を習得できる認定資格の養成講座です。

主な学習内容：アセスメントの理解、インタビュー・アセスメントの技法、フィードバック技法、
上長・組織長へのアセスメント結果のフィードバック・レポーティング 等
『認定診断分析アセッサー』の実践的な人財コンサルティングイメージ図
【受講対象者・企業ニーズ】
①企業の人事部・人材開発部・経営企画部・教
育研修部等で、社内の人財を多面的・客観的に
可視化・評価し、組織発展に活かせる提言と実践
を行える人財を育成したい企業
②社内アセッサーを養成したい企業
③コンサルタントの方で、人財分野において、他に
ない価値のある人財サービスを継続的に提供し、
クライアント企業の経営者の信頼を得て貢献した
い方
④これまでの知識に加えて、実践的なキャリア・コン
サルタントを目指す方

資格・講座概要

認定資格
コース名

NET診断スペシャリストTM准マスター『認定診断分析アセッサー』養成講座

講師

本郷人間塾塾長 心理学博士 奥村幸治
本郷人間塾理事長 NET診断スペシャリスト マスター 斉藤実

費用

講習３日+認定試験（1時間）含む

日時（期間）

養成講座：計３日間 ９時30分～18時30分
認定試験：1人あたり 60分

会場

ネクストエデュケーションシンク セミナールームもしくは指定会場（東京）

定員

20名（予定）

１名あたり 480,000円（税別）

養成講座カリキュラム
1日目

1 オリエンテーション

2日目

1 インタビューに関する基礎知識および

2 人の能力とは

基本スキル

3日目

1 上司・組織長へのフィードバック技法
2 総合演習

3 客観アセスメントの特長

2 インタビューでの質問技法

3 総合演習の振り返り

4 診断分析技法の振り返り

3 インタビュー事例 ビデオ鑑賞【演習】

4 3日間のまとめ

5 診断結果フィードバックの技法

4 診断結果から質問を考察する

6 本日のまとめと課題の発表

5 レポーティング【演習】

※カリキュラムは予告なく変更になることがございます。

6 フィードバックの方法【演習】
認定試験
各自 60分にて、資格認定委員会（３名）の立会のもと、実技による面接実技、ならびに口頭試問
※別日程にて、個別調整いたします。

お申込みは別紙の「御申込書」にご記載いただくか、以下のWebページよりどうぞ

⇒

http://www.nextet.net/seminar_search/
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「NET診断スペシャリストTM」オープンコース 講師紹介
「NET診断スペシャリストTM准マスター」 『認定診断分析アセッサー』養成講座講師
本郷人間塾TM 塾長 心理学博士

奥村幸治
ブリガム・ヤング大学カウンセリング心理学博士課程修了、心理学博士。
R.C.Bennion代表。NET顧問 本郷人間塾TM 塾長。ラッセル・レイノルズパートナー。立教大学ビジネス・クリエーター創
出センター研究員。一橋大学大学院ゲスト講師。さめじまボンディングクリニック心理カウンセラー。ユタ州ISAT心理セラピス
ト、ユタ州立ユタバレー大学ウェルネスセンター・心理カウンセラー、行動心理学部講師、ファイザー製薬株式会社、日本
DBM株式会社、リクルート・ワークス研究所、Personnel Decisions International (PDI)を経て現職。

本郷人間塾TM 理事長

NET診断スペシャリストTM マスター

斉藤 実
株式会社ネクストエデュケーションシンク代表取締役。哲学教育系雑誌編集長を経て、株式会社アスキー入社。同社に
てPC系技術マニュアルOEM編集長、教育メディア編集長、健康系メディア編集長を経て、スキル・コンピテンシー診断、ｅ
ラーニング・研修専門の教育サービスベンチャーである株式会社ネクストエデュケーションシンクを起業し、代表取締役社長。
イノベーション融合学会 専務理事。スキル標準ユーザー協会 教育企画委員会。ITSS認定コンサルタント／人財育成コ
ンサルタント。

「本郷人間塾TM」認定講師陣

NET診断スペシャリストTM マスター／准マスター認定講師陣が担当いたします。

【人財育成研修】ネクストエデュケーションシンクの“人間力育成”に
対応した「本郷人間塾TM」による研修体系のご紹介
本郷人間塾TMとは、ビジネスでの変化と競争がグローバルな規模でますます激化する今日、企業が更なる成長を続けるために、自ら組織を変革し、
かつ部下育成にも力を発揮できる「高い人間力を持った次世代リーダー」を育成する、ネクストエデュケーションシンクのオリジナル研修ブランドです。

ロバート・カッツモデルに準じた23種類の「人間力(コンピテンシー/コンセプチュアルスキル)」育成研修体系
カテゴリ

ビジネス
マインド

テクニカル
スキル

ヒューマン
スキル

研修No.

研修テーマ／能力名

カテゴリ

研修テーマ／能力名

Ｈ-050

コーチング

Ｈ-060

マネジメント

Ｈ-070

リーダーシップ

Ｃ-010

ロジカルシンキング

Ｃ-020

クリティカルシンキング

Ｃ-030

概念化志向

Ｃ-040

大局観

S-010

倫理観
（コンプライアンスを含む）

T-010

情報収集・整理・分析

T-020

コミュニケーション

T-030

プレゼンテーション

T-040

目標設定・計画立案

T-050

ネゴシエーション

T-060

プロジェクト・マネジメント

Ｈ-010

顧客志向

Ｃ-050

将来予測（先見性）

Ｈ-020

傾聴

Ｃ-060

戦略思考（戦略策定）

Ｈ-030

委任

Ｃ-070

具現化

Ｈ-040

人材育成

Ｃ-080

価値創造

Ｃ-090

変革・革新
（イノベーション）

ヒューマン
スキル

コンセプチュ
アルスキル

【人間力、コンセプチュアルスキル研修のコンセプト】
•
•
•
•
•

研修No.

ロールモデルの存在の重要性
まずは真似る
成功体験をしてみる
失敗から学び成長する
課題の添削、トレーニング内の演習を通して講師や参加者から
フィードバックを得る

お問い合わせは〔企画・開発・販売〕
® 株式会社ネクストエデュケーションシンク

東京都文京区本郷5-1-16 ＶＯＲＴ本郷3Ｆ
TEL03-5842-5148
FAX03-5842-5147
http://www.nextet.net mail:info@nextet.net

※23の研修コースは、全て「人間力診断TM」の評価コンピテンシー項
目に完全対応しています。オンサイト研修で別途カスタマイズも可能で
す。年度で研修効果測定も可能なコースとなります。

