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2014 年５月 27 日

ビジネスの場で“数字”を使いこなせ！

「数的センス向上ミニセミナー」６月 23 日(月)に開催
公益財団法人日本数学検定協会（所在地＝東京都台東区、理事長＝清水静海）は、これまで企業向け
セミナーとして開催しておりました「数的センス向上ミニセミナー」を、一般公開型のセミナーとして
2014 年６月 23 日(月)に開催いたします。
本セミナーは、ビジネスの場で数字を使いこなすための考え方を身につけるための講義を、グループ
ワーク形式で行います。数字を使いこなすためには、ビジネスの場で必要とされる数理的な考え方を「５
つの力」に分けて考え、それらの基礎力と実践的に活用する力を養う必要があります。
数字を扱うことに苦手意識のある方をはじめ、数字を使いこなす力を養うための研修の導入を検討さ
れている方々にぜひ一度ご参加いただきたいセミナーとなっております。
■ 開催概要
【日時】2014 年６月 23 日（月） 14：00～17：00
【会場】産経新聞社東京本社 7 階 7Ａ会議室
東京都千代田区大手町１－７－２
東京メトロ各線大手町駅下車Ａ４，Ｅ１出口すぐ上／JR 東京駅丸の内北口から徒歩７分
【受講対象】
・仕事上の数字の取り扱いに苦手意識のある方
・入社３年めまでの若手社員
・人事担当者、および教育研修担当者
【受講料】10,000 円（税込み）※受講料は当日会場で直接お支払いください。
【定員】20 人 ※定員に達ししだい、締め切ります。
【講師】近藤 恵介（公益財団法人日本数学検定協会／企画開発部 チーフ）
【申込方法】下記お申込フォームからお申し込みください。
https://www.su-gaku.net/gakushu/lecture/order/index.php?id=167
※講座のくわしい内容については、下記 PDF をご覧ください。
http://www.su-gaku.net/pdf/pdf220140509133014.pdf
【申込締切】６月 16 日（月）

■ セミナー内容
【セミナーのねらい】
（１） ビジネス数学の「５つの力」の向上
ビジネスを行う上で「数字」を意識することはとても大切です。本セミナーではグループワー
クを通じて、データをつかむ「把握力」、使える情報に加工する「分析力」、数的根拠から最適解
を選ぶ「選択力」、未来を予測する「予測力」、的確に伝える「表現力」のビジネスの数字を扱う
うえで重要な５つの力の向上をめざします。
（２）「ざっくり」と数字を使う数的感覚の養成
電卓や表計算ソフトは単なるツールにすぎないので、間違った入力をすれば間違った答えしか
出てきません。数字のミスを防ぐには概算によって「だいたいこのくらいの数値になるよね…」
といったざっくりとした数字をすばやく思いうかべられるかがカギなのです！
（３）「じっくり」と数字を使う数的思考力の向上
数字を使って分析する目的は「より良い意思決定を行うこと」です。たとえどんな高度な手法
を用いた分析を行っても、得られた結果が意思決定につながらなければ価値はありません。価値
ある意思決定を行うためには「何のためにその分析を行うのか？」「その分析によって何がわか
るのか？」を意識できていることが大切なのです。
【プログラム】
＜前半＞14:00～15:30 …「数的基礎力養成」
把握力：データを正しく読み取るには？
分析力：ざっくりと数字をつかむコツ
選択力：数的根拠に基づいて最適な選択を行うには？
予測力：不確定な未来を予測するには？
表現力：グラフの正しい活用法
＜後半＞15:40～17:00 …「グループワーク課題」
あるテーマについてビジネス数学の「５つの力」を実践的に活用し、５分程度のプレゼンテーションを
行っていただきます。

【実用数学技能検定について】
「実用数学技能検定」（後援＝文部科学省）は、数学・算数の実用的な技能（計算・作図・表現・測
定・整理・統計・証明）を測る検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実
力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である１級から５級までを「数学検定」と呼び、算数領

域である６級から 11 級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第１回を実施した 1992 年
には 5,500 人だった受検者数は、2006 年以降は年間 30 万人を超え、実用数学技能検定を実施する学校や
教育機関も 15,000 団体を超えました。財団法人設立以来の累計受検者数は 350 万人を突破しており、い
まや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内
はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシアなどでも実施され（過去５年間で延べ 20,000 人以
上）、海外でも高い評価を得ています。

【法人概要】
法 人 名： 公益財団法人 日本数学検定協会
所 在 地： 〒110-0005 東京都台東区上野５－１－１ 文昌堂ビル６階
理 事 長： 清水静海(公益社団法人日本数学教育学会会長、帝京大学初等教育学科長・教授)
会

長： 甘利俊一(理化学研究所脳科学総合研究センター 特別顧問、東京大学名誉教授)

設

立： 1999 年７月 15 日

事業内容：（1）数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行
（2）ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施
（3）数学に関する出版物の刊行及び情報の提供
（4）数学の普及啓発に関する事業
（5）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
【本件に関するお問い合わせ先】
公益財団法人 日本数学検定協会 広報宣伝部
T E L：03-5812-8340
F A X：03-5812-8346
E-mail：info-pub@su-gaku.net
U R L：http://www.su-gaku.net/

主催：公益財団法人日本数学検定協会

ビジネスセンス強化セミナー

数的センス向上ミニセミナー
日時
会場
受講料

2014 年 6 月 23 日（月）14：00 〜 17：00 《お申込締切日：6 月 16 日（月）
》

産経新聞社東京本社 7 階 7A 会議室

東京都千代田区大手町１−７−２
東京メトロ各線大手町駅下車Ａ４，Ｅ１出口すぐ上／ JR 東京駅丸の内北口から徒歩７分

10,000 円（税込）

・仕事上の数字の取扱いに苦手意識のある方
受講対象 ・入社 3 年目までの若手社員
・人事担当者、および、教育研修担当者

こん どう

けい すけ

講師

近藤 恵介

定員

20 名

セミナーのねらい

公益財団法人日本数学検定協会
企画開発部 チーフ

把握力

❶ ビジネス数学の「5 つの力」の向上

分析力

ビジネスを行う上で「数字」を意識することはとても大切です。本セミナーでは
グループワークを通じてデータをつかむ「把握力」
、使える情報に加工する「分析
力」
、数的根拠から最適解を選ぶ「選択力」
、未来を予測する「予測力」
、的確に伝
える「表現力」のビジネスの数字を扱う上で重要な 5 つの力の向上をめざします。

予測力

選択力

表現力

❷「ざっくり」と数字を使う数的感覚の養成

電卓や表計算ソフトは単なるツールにすぎないので、間違った入力をすれば間違っ
た答えしか出てきません。数字のミスを防ぐには概算によって「だいたいこのく
らいの数値になるよね…」といったざっくりとした数字をすばやく思いうかべら
れるかがカギなのです！

❸「じっくり」と数字を使う数的思考力の向上

数字を使って分析する目的は「よりよい意思決定を行うこと」です。たとえどん
な高度な手法を用いた分析を行っても、得られた結果が意思決定につながらなけ
れば価値はありません。価値ある意思決定を行うためには「何のためにその分析
を行うのか？」「その分析によって何がわかるのか？」を意識できていることが大
切なのです。

ビジネスに必要な
「5 つの力」
把握力

データやグラフの意味を的確に把握する力

分析力

規則性や相関を見抜き “使えるデータ” へと加工する力

選択力

数理的な根拠をもとに最適な選択肢を選ぶ力

予測力

数理的データをもとに事業の将来像を見抜く力

表現力

情報をわかりやすく表現し相手に的確に伝える力

プログラム
時

間

前 半
14:00 〜 15:30

後 半
15:40 〜 17:00

内
「数的基礎力養成」

「グループワーク課題」

容

把握力：データを正しく読み取るには？
分析力：ざっくりと数字をつかむコツ
選択力：数的根拠に基づいて最適な選択を行うには？
予測力：不確定な未来を予測するには？
表現力：グラフの正しい活用法
あるテーマについてビジネス数学の「5 つの力」を実践的に活用し、5 分程度のプレゼンテー
ションを行っていただきます。
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会場案内図

産経新聞社東京本社 7 階 7A 会議室

公益財団法人日本数学検定協会
企画開発部 チーフ
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員研修、および、検定試験の運営を手がける。
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大手町ビル
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てた「ビジネス数学」に関する講義・講演、社

受講者の声
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スにおける数字の取り扱い方にスポットをあ

東京メトロ
丸の内線

神田へ→

JR 東京駅

実践ワークを盛り込んだ内容で理解しやすかった。
（20 代 女性）
いろいろな業種の方がいらっしゃったのでさまざまな視点を得ることができました。
（50 代 男性）
ワークが多く最後まで楽しく学べました。
（30 代 男性）
自分が普段の業務において数字を使わずに考えていたことに気づきました。
（30 代 女性）
最後のグループワーク＆プレゼンテーションが楽しかったです。
（40 代 女性）

お申し込み

【方法１】下記必要事項をメール（info-lesson@su-gaku.net）
でご連絡ください。

【方法 2】当協会のホームページ（http://www.su-gaku.net）の「講座・講習会情報」ページのお申込
フォームからお申込ください。

① 受講講座名：数的センス向上ミニセミナー
② 受講日時：2014 年 6 月 23 日（月）14：00 〜 17：00
③ 御芳名（ふりがな）
④ 貴社名（ふりがな）
⑤ 郵便番号
⑥ 御連絡先住所
⑦ 御電話番号
⑧ メールアドレス
※受講料は当日会場にて直接お支払ください。

下記の「個人情報の取扱い」についてご同意いただいたうえでご提出ください。
【このフォームでお預かりするすべての個人情報の取扱いについて】
1. 事業者の名称 公益財団法人日本数学検定協会 2. 個人情報保護管理者の職名、所属及び連絡先 管理者職名：個人情報保護管理者 管理部署：事務局 連絡先：03-5812-8340 3.
個人情報の利用目的 講座・セミナーの受付業務のため、受講者情報の管理のため、講座・セミナー会場における本人確認のため、講座・セミナー関連の各種お問い合わせへの回答業務のため、
受講者にとって有益と思われる各種情報をご案内するため 4. 個人情報の第三者への提供 講座の様子を紹介する写真を当協会の公式サイトや広報誌、マスコミなどを通じて、広く一般
に提供します。受講後の感想コメントの紹介のため、コメント・氏名・年齢・お住まいの市区町村を当協会の公式サイトや広報誌、マスコミなどを通じて広く一般に提供します。 5. 個
人情報取り扱いの委託 前項利用目的の範囲に限って個人情報を外部に委託することがあります。 6. 個人情報の開示等の請求 ご本人様はご自身の個人情報の開示等に関して、下記の
当協会お問い合わせ窓口に申し出ることができます。その際、当協会はご本人様を確認させていただいたうえで、合理的な対応を期間内にいたします。【問い合わせ窓口】公益財団法人日
本数学検定協会 企画開発部 担当：近藤 〒110-0005 東京都台東区上野 5-1-1 文昌堂ビル 6 階 TEL：03-5660-4835 電話受付時間 月〜金 9:30-17:00（祝日・年末年始・当協
会の休日を除く）7. 個人情報を提供されることの任意性について ご本人様が当協会に個人情報を提供されるかどうかは任意によるものです。ただし正しい情報をいただけない場合、適
切な対応ができない場合があります。

〒110-0005

東京都台東区上野 5-1-1 文昌堂ビル６階

03-5660-4835

企画開発部

03-5812-8346

http://www.su-gaku.biz/

