よみ

Core Quest 準備プログラム

コレカラ！
よみ そろ

ほう れんそう

頭 の 準備運動 で、 ビジネス脳 を 創 る 。
お申し込み / お問い合わせ
corecare@dragon-labs.jp
http://dragon-labs.jp/corecare/
（無料お試し配信 受付中）

ご注 意 : 頭が良 くなるわけ ではありませ ん。
〒108-0022
東京都港区海岸 3-7-18 ALTO B 201
tel.03-6807-8686 fax.03-6368-5698
http://Dragon-Labs.jp
info@Dragon-Labs.jp

頭の準備運動 “コレカラ！”
コレカラ！”

（Core Care）

Core Quest（コレクエ！） ウォーミングアップ・プログラム
コ レカラ ！ （ Core Care） は、コア人材育成プロ グラム

コレカラ！
コレカラ！ は、よみそろ
よみそろ（
きソロバン） と、ほうれん
ほうれん
よみそろ（ 読み 書きソロバン）

Core Quest（コア・クエスト
Quest コア・クエスト、通称、コレクエ！）導入のた
コア・クエスト

そう（
そう（報告・
報告・連絡・
連絡・相談）
相談）の２つの基礎講座があります。

めのウォーミングアップ・プログラム。コレカラ！のプログラ

よみそろ：漢字
よみそろ
280 問、計算 120 問、計 400 問

ムで頭の準備運動をすることで、本格的な人材育成プロ

Web サイトではセルフテスト（20 問 15 分）

グラム Core Quest の中身をよりスムーズに吸収すること

を何回でも受験できる完全学習方式。

ができます。一流スポーツ選手は、準備運動や素振りな

“よみそろ”
よみそろ”

ビジネスのライフラインである報告・連絡・相談

ビジネス・アスリートもぜひ覚えておきたいことです。

を点検し最新版にバージョンアップします。

“ほうれんそう”
ほうれんそう”

ビジネ ス ・ コミュ ニケー シ ョンの 基礎を 学ぶ。

◆ 毎朝メールで、漢字の読み 7 問 & 計算 3 問の計 10 問が配信されます。

◆

◆ 土日祝含む、連続 40 日毎日配信（解答付き）。

◆ 土日祝含む、連続 40 日毎日配信。約 1500 文字。

◆ メールとは別に、専用 Web サイトでセルフチェックテストが随時受けられます。

◆

が 40 日間毎朝（土日含む）届きます。
メールで学ぶ毎朝 15 分が、頭の柔軟
体操時間。40 日が過ぎる頃には、皆さ
んの脳は立派な”ビジネス脳”に。

毎朝メールで、報告・連絡・相談の原則とコツを学びます。

受講料
「よみそろ」 ＋ 「ほうれんそう」で、

報告・連絡テンプレート各種ダウンロード可

１人 4,000 円（税別）。
◆提供内容

この よ うな 内容が メ ール で 配信さ れま す。 （第１週の 例）

テストは納得できるまで何回でもできます。
◆

う」それぞれ１通ずつ、計２通のメール

（報告・連絡・相談）

毎朝１５分、 頭の 鍛錬。

（制限時間 15 分。漢字１4 問、計算問題 6 問、計 20 問）。

受講すると、「よみそろ」と「ほうれんそ

ほうれんそう：1,500
文字×40 日、約 6 万字
ほうれんそう

どの基本動作のチェックを常に欠かさないという事実は、

（読み書きソロバン）

毎朝の２通のメールが
“ビジネス脳”に変える

会社として合否判定が必要な場合はペーパーテストも可能。（別途費用）

(火) 指示の受け方（１） 心構えと初動
【専用 Web サイト】

(水) 指示の受け方（２） 正確に受ける

ココがポイント！
ココがポイント！

よみそろ：漢字 280 問、計算 120 問

(月) オリエンテーション 能力開発のコストパフォーマンス

(木) 指示の受け方（３） なぜの確認

報・連・相：6 万字 （約書籍 2 冊分）
(土) 今週のおさらい

上記毎朝連続配信４０日間、８０通

(日) 上司のための報・連・相講座１.

セルフテスト 20 問 15 分無制限

「今、上司の報・連・相が危ない！」

質問は随時可。解答 24 時間以内。

(金) 指示の受け方（４） 確認が必要な時
1

漢字と計算問題のセレクションに
独自のノウハウ！

【配信メールのサンプル】（抜粋）
配信#01（月）オリエンテーション

2

テストの結果はその場ですぐに確
認できる！

3

計算問題はすべてに解説付き。
120 個の「計算術」が学べる！

4

学習の履歴が残り、満点が取れ
るまで挑戦！

谷本哲浩 監修（
監修（計算問題）
計算問題）
1995 年 東京大学教養学部基礎科学科第一卒業
1997 年 東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 修士課程修了
2000 年 東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 博士課程単位取得退学
2001 年 ベインアンドカンパニージャパン（戦略系経営コンサルティングファーム）
2007 年 ナインシグマ・ジャパン(技術系ベンチャー企業)
2010 年 谷本総研設立

◆能力開発のコストパフォーマンス

～なぜ今、報告・連絡・相談か～

仕事上のことは、それが営利であれ非営利であれコストパフォーマンスを考えないわけ
にはいきません。能力開発もその例外ではありません。費用もかかりますし、何よりも
自分自身の貴重な時間を割くわけですからリターンを考えるのは当然です。
ビジネスマンにとってのリターンはどんな形であれ仕事のパフォーマンスを上げること
につきます。すぐ役立つかどうかは別にしても、いつかは仕事のパフォーマンスをあげ
ることにつながらなければ能力開発の意味はありません。
ところが、将来も使うかどうか分からない資格をとり、実務には役立たない知識学習を
し、調べれば分かることの暗記をするなど、パフォーマンスに疑問のある能力開発も実
際は少なくありません。
報・連・相は簡単で誰でもやっている様に見えます。しかし、上手い人と下手な人の技
術力の差はプロ野球と草野球ほど違い、それが仕事の成果に及ぼす影響は絶大です。
一つの技術を身につけるために年という単位で修行をし、一つの資格得るために数千時
間を費やしてきたのに、簡単な報・連・相の質が悪いためにパフォーマンスが上がらな
いとしたら、あるいはそんなことで人間関係がぎくしゃくしているとしたら、これほど
もったいない事はありません。その一割の時間を、報告・連絡・相談の腕を磨くために
投資すれば数倍の成果が出ることも決して珍しくありません。

“コレカラ!”の次は
”コレクエ!”
Core Quest （コレクエ！）は、グローバ
ルビジネスに必要な「コア・スキル」を
身に付け、社内のイノベーションを推進
する「コア人材」を育成する、能力開発
の新たな必修プログラムです。
コレカラ！でアップしたビジネス脳が、
次世代ビジネスのコア・スキルの習得
をより確かなものにします。

