2020 年度

やらされ感からやりがい感へ

FISH! カルチャー活用講座

プログラムのねらい・講座の特長
① フィッシュ
フィッシュ！プログラムの基本概念や各種演習を理解する。
『フィッシュ!』はシアトルにあるパイク・プレイス・フィッシ
ュマーケット（魚市場）をモデルとしています。
魚市場での仕事は単調で、活気のない雰囲気の中で
魚を売ることに対して、従業員は特に疑問を感じてい
ませんでした。しかし、オーナーが「マネジメントとは、
命令して何かをやらせるだけではない。ビジョン達成に
向けて人を巻き込みながら、お互いの力を引き出して
いくことである」と気付いたことで従業員に変化が生ま
れ始めました。
従業員に「どうしたら皆が楽しく働ける職場になるのか、アイデアを出してくれ」と働き掛けました。そのアイデアが実行
された結果、非常に活気のある魚市場へと変化し、今では多くの人がその活気に吸い寄せられ、業績も向上していま
す。

FISH! プログラムとは

② フィッシュ
フィッシュ！プログラムのインストラクションスキルを身に付ける。
③ フィッシュ
フィッシュ！プログラムを職場展開（
プログラムを職場展開（FISH ! カルチャー）する方法を学ぶ。
～プログラム品質について～

チャートハウスラーニング社とのプログラム提携
㈱ビジネスコンサルタントはフィッシュ ! プログラムの開発会社チャートハウスラーニング社（米ミネソタ州）より公認トレーナーおよび正規代
理店として認定されています。フィッシュ ! に関わる教育研修プログラムや DVD をはじめとする教材を取り扱っています。
チャートハウスラーニング社は『フィッシュ !』映像を通じて、
１．人々の創造力を燃え立たせ、潜在的なエネルギーを最大限に発揮できるよう勇気づけたい
２．人間関係力を活用し、効果的なリーダーシップを発揮してほしい
をメッセージしています。「身も心も完全に打ち込んだ人生の生き方を広める」というチャートハウスラーニング社の思いに㈱ビジネスコンサルタ
ントは共感し、提携しています。

予定スケジュール

フィッシュ！とは「職場活性化」に関する一連の実話映像を教材化した学習ツールです。彼らは、
自分たちの仕事に対する認識を「魚を仕入れて販売するだけの単調な重労働」という“やらされ
感”から「世界一有名な魚屋で働いている」という“やりがい感”に変えて、成功を収めています。
彼らが行ってきたことは、次の４つの哲学に凝縮されます。

1日目（9：00～18：00）
9：00

FISH! プログラム4つの哲学
12：00

2日目（9：00～17：00）

オリエンテーション
・研修の目的と進め方
・活性化された職場
・セルフエスティーム
実習 「自己紹介」
DVD 「FISH!」
実習「FISH！哲学の活用①」
～相手と向き合う～

DVD
「FISH！TALES！」
～フィッシュ！哲学の実践～
実習「フィッシュ！哲学の活用②」
～創造性の開発～
実習「FISH！哲学の活用③」
～相手を楽しませる～

昼食

昼食

13：00

実習 「職場ビジョンの検討」
DVD
「FISH！STICKS！」
講義 ファシリテーションの基本
実習「 FISH！Culture！」
・ フィッシュ！哲学を活用した
職場ミーティング
実習「フィッシュ！哲学の活用④」
～態度を決める～
行動計画の明確化

実習「コミュニケーション」

『 相手に向き合う 』

講義
・コミュニケーションの本質
・共感的理解

人があなたを必要としている瞬間
を逃さぬよう、いつも周囲に気を
配ること

実習
「相手と向き合う
対人行動特長の理解」
17：00

1日の振り返り

『 仕事を楽しむ 』

『 態度を決める 』

仕事に新たなエネルギーをもた
らし、創造的な解決法を引き
出すような心の状態になること

自分の選択は全て自分の意思によっ
て決めているのだという認識をすること

『 相手を楽しませる 』

18：00

講座概要
-開催日程・開催場所2020年9月15日（火）～16日（水） 2日間通い
〈BCon東京セミナールーム〉
-参加費用¥120,000-（税別 教材費・食事代を含みます）
※講座にはご自身のデジタルデバイスを
お持ちください。

相手に対して、エネルギッシュな
そして楽しい雰囲気で接すること
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ソリューションインデックス

フィッシュ! プログラムの活用シーン（例）

名称

概要

所要時間

価格（税別）

研修会・講師養成

ü 新人フォロー研修・配属前研修
4月には元気いっぱいだった新入社員も、半年もたつと実際の仕事を経験し、やらされ感が充満してきます。
仕事に対するスタンスを4つの哲学から確認します。
また、配属前に「態度を選ぶ」というキーワードを学習することで、配属先は選べないにしても、どのよ
うなスタンスで働くのかは自分で選べるという姿勢を身に付け、スムーズな職場配属を促進します。

FISH! セミナー・研修

フィッシュ ! 哲学をDVDやワークを通じて学習し、活性化し
た職場について理解を深める。

2時間～
1日間

¥400,000（資料代別）

FISH! トレーナー養成

2日間のライセンス講座を受講し、FISH ! を内製化できます。
セミナーや職場ワークショップに活用します。

2日間通い

¥120,000-

ü チームづくり
職場での対話を促し、チームづくりを促進します。特に、小売店舗の新規出店時などに効果的です。
4つの哲学を学び、お客さまに向き合いながら生産性の高い職場づくりを実現します。
ü CS研修・営業研修
お客さまに向き合う姿勢を学びます。「自社には投げる魚がない」という短絡的な発想ではなく、
4つの哲学を自社に置き換えて、CSを高めていくポイントを学習します。

DVD
FISH!

フィッシュ ! 哲学のベースとなる基本動画

17分

¥79,000-

FISH! スティックス

フィッシュ ! 哲学をいかに長く持続させていくか、FISH ! の
続編で作られた動画

17分

¥79,000-

FISH! TALES
ジャンプスタート

あまり顧客からの評価の芳しくなかったカーディーラーが、
地域一番店に早変わり。

12分

¥30,000-

FISH! TALES
バイタルサイン

みんながストレスに押しつぶされそうになっていた総合病
院。そのハードな職場で『患者と真摯に向き合う』ことによ
って、患者から愛される質の高い医療現場を実現した。

18分

¥30,000-

FISH! TALES
スプリント

顧客に電話を通して楽しさが伝わるのか？楽しいコール
センターは無理だと言われていたが…

5分

¥27,000-

ü キャリア研修
若手層のキャリアを考える際に、シンプルに4つの哲学で仕事を
振り返り、今後の働く態度について検討するきっかけとします。
ü 労働組合での組合員対象セミナー
組合員を対象としたセミナーの一環として活用します。組合員の
方々に日頃の仕事ぶりを振り返り、活力を与えます。

テキスト・書籍
FISH! テキスト

FISH ! のベースとなるテキスト。ワーク付

－

¥2,000-

FISH! リーダー

管理職・リーダー用のFISH ! テキスト

－

¥2,000-

フィッシュ ! 哲学を職場単位で展開し、活気あふれる職場

¥20,000-

FISH! カルチャー（映像） づくりをするための職場活性化支援ツール。ストーリー化

ü 事務部門活性化研修
管理間接部門の仕事は、時に単調になることがあります。
日頃仕事に向き合うスタンスを4つの哲学から学び、
日々の仕事に活力を与えます。

テキスト

された映像を配信します。1職場1IDが必要となります。

FISH! カルチャー
（ワークブック）

職場で映像を見た後に、ワークショップを展開する、ワー
クブックです。職場メンバー分必要となります。

－

¥1,000-

書籍 FISH!

フィッシュ ! 哲学が生まれたストーリーをまとめた本

－

¥1,400-

－エネルギーをキャッチして、潜在能力を発揮しよう－
～“はじめに”から抜粋～
フィッシュ ! は、「気づき」と「決定」が全てです。私たちは日常に追われ、周
囲の人たちにどのような影響を与えていきたいのか、どのような人間になり
たいのか、ということに対して気付き、決定していることをつい忘れてしまい
がちです。

2つの活用・展開パターン
-研修会・セミナーで活用FISH ! とは

ü 2時間～3時間程度のFISH ! セミナー
ü 階層別研修の1つのパートで活用（例えば、新人フォロー研修に…）

FISH! ワークブック

周囲の人たちとどのように関わっていきたいのか、他の人たちにどのような
影響を与えていきたいか、このようなことを話し合うための共通言語を提供
するのがフィッシュ ! です。フィッシュ ! の4つの哲学は、あなたの人生を素晴
らしいものにする方法を教えてくれます。

ü CS研修・営業研修などの目的別研修で活用

－リーダーの中に生きている！－
人間関係の力を通じて効果的なリーダーシップを発揮する

-職場展開で活用（FISH! カルチャー）-

1

FISH! トレーナー
養成講座受講
-2日間-

2

FISH! トレーナーが
職場リーダーに対して
研修を実施
職場活性化研修

FISHトレーナー
スキル認定
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～“はじめに”から抜粋～

職場リーダーが各職場で
FISH! カルチャーを展開

フィッシュ ! 哲学を学習したリーダーの皆さんの中には、ぜひ周りの人々に
フィッシュ! 哲学を学習してもらいたいという方もいます。しかし大切なこと
はリーダーがお手本を示し、生きざまを見せることができたことです。まず
リーダー自身がフィッシュ ! 的な関わりを実践してみること、これがリーダー
シップを発揮する上で最も強力な方法です。

FISH
とは

FISH! リーダー
3

このテキストは、周囲の人たちと一緒にお互いの目的を達成し、達成する
過程を大いに楽しむことができる信頼関係を築くことを目的としています。
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FISH!カルチャー

FISH DVDラインナップ

～1回60分でできる！テキストが充実！映像を活用した職場活性化ツール～

FISH!カルチャーは、活気あふれる職場づくりをするための職場活性化支援ツールです。
FISH!の雰囲気を定着させ、組織文化・組織風土を変えるための継続的な対話を行います。
-職場リーダーが展開テキストと映像を活用し、
職場リーダーがご自身
でワークショップを進め
ていきます。

FISH! STICKS
17分

FISH! 17 分

成功をさらに持続させるために

職場を楽しくて生産的な職場にする「フィッシュ！
哲学」の原典版。

(1) 自らビジョンに参加する
(2) 態度で示す
(3) コーチし合う

魚投げのパフォーマンスを満喫できる。世界的
に有名なシアトルのパイクプレイス魚市場での
ロケを中心に、彼らの 4 つの哲学を一つ一つス
タッフ自身のことばで解説。彼らの成功の秘密
が明かされる。

という３つの新たな哲学を生み出した。経営に
おけるビジョンの重要性。そして従業員参加型
のモチベーション・ビルディングの理想的な実
践の姿がここにある。

FISH!カルチャー
ワークブック

【対話のポイント】
• 各職場の慣例を振り返る
• 相互に信頼し合える関係づくりを行う
• 自信を持った自立的な個人となる

FISH!カルチャー展開モジュール
-映像教材を活用しながら職場展開各回で使用する映像は、オンラインでストリーミング配信されます。必要なときに何回でも視聴できます。

‐ カーディーラーの事例 ‐
アメリカにあるフォード・トヨタは、かつてセールスと顧客サービ
スにおいて地域で最も悪い記録を持っていた自動車販売代理店でし
た。さらにひどいことに、従業員満足度は計り知れないほど低かっ
たのです。

FISH! TALES
ジャンプスタート しかし新しいオーナーが新しい哲学『フィッシュ！哲学』を紹介し
たとき、全てが変化したのです !
12分

従業員が敵対していた職場をチームワーク、協力そして楽しみに変
えた。
『フィッシュ！哲学』を使用し、さらに最悪から一番まで上
り詰めた裏側を見てみましょう。

①フィッシュ! 哲学
②フィッシュ! 哲学 続き
③相手に向き合う

再度FISH! の映像を見て、この1ヵ月を振り返る。
終末医療の看護助手と患者とのやりとりを紹介する。
人と向き合うということの学習。

④仕事を楽しむ

病院内での事例、仕事を楽しむということについて語る。

⑤信頼と創造性により
仕事を楽しむ

新しいことを試すようになった職場の活気について語る。

生命を預かる医療現場の中で、みんながストレスに押しつぶされそ
うになっていたミズーリ州の総合病院。

⑥相手を楽しませる

忙しい中でも相手を楽しませることは意識できる。ある清掃員のやりとり
を通じて学習する。

医療の現場は、生命と闘うストレスと不規則時間労働の過酷な職場。
そのような中で、いかに患者に最高のサービス（医療）を提供する
のかがテーマ。

⑦態度を決める

幸せになるかならないかは自分の選択である、という選択について学習する。
選択することが、自分の人生や周りの人たちに与えている影響について語る。

⑧情熱を持って打ち込む

個人が情熱を持って打ち込むことでつくられた活性化した職場について。次々
とアイデアが出て、コミュニケーションが活発になる方法について考える。

‐ 病院の事例 ‐

FISH! TALES
バイタルサイン そのハードな職場に『フィッシュ！哲学』を導入して、『患者と真
18分
摯に向き合う』ことによって患者から愛される質の高い医療現場を
実現した。

⑨人間関係をつくる

スプリント電話通信株式会社、カンザスシティ支局では会社では業
績向上や、やる気の出る楽しい環境、出勤したくなる環境づくりに
『フィッシュ！哲学』を活用している。こうした活動によって、電
話を通して楽しさが顧客に伝わるようになった。
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愛情が生まれる理由についてのストーリー。協力関係が生まれるときとは
どのようなときなのかについて語る。

⑩コミュニケーションを取る

コミュニケーションの大切さについて語る。本当の会話をしていますか？と語
り掛ける。

⑪自己実現を果たす

自分たちはどのような人間で、どのようなことをして、どのような自分でいたい
のか。自己実現をしている人たちが、それぞれの姿について語る。

‐ コールセンターの事例 ‐

FISH! TALES
スプリント5分

かつて閑散としていた魚市場は、世界一有名な観光名所になった。
その模様を紹介。

⑫フィッシュ! 哲学の実践

再度FISH! を見て、この一年の振り返りをする。
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お申し込み先

株式会社ビジネスコンサルタント ラーニングデザイン事業部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー 18階
URL https://www.bcon.jp/course/
TEL : 03-3287-3413

動画配信中 !

FAX : 050-3730-0886
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