
一般財団法人 日本科学技術連盟

第62回 QCサークル海外研修団
海外企業見学で得られる未知の体験と他社との交流を通して、
「社員の意識改革」と「考える人財の育成」を図る絶好の機会です。

2020年1月まで「QCサークルASEAN訪問・洋上大学」として開催してまいりました
が、このたび主なプログラムは継続しながら、新たに「QCサークル海外研修団」を開催
いたします。
現地訪問で得られる未知の体験と他社との交流を通して、「社員の意識改革」と
「考える人財の育成」を図る絶好の機会です。
生まれ変わった「QCサークル 海外研修団」に是非ご参加ください。

開催日程

2023年10月16日（月）～22日（日）



ご挨 拶
　1971年に第１回目を開催し、2019年度に第61回を実施いたしました「ASEAN訪問・洋上
大学」ですが、新型コロナウイルスの影響もあり、ご参加いただく皆様とご派遣いただく企業関係
者の安心・安全の観点から、長らく実施を見送らせていただいておりました。
　2023年度は、多くの企業・組織の皆様から実施を待ち望む声にお応えし、「QCサークル海外
研修団」として再び実施する運びとなりました。
　今回の海外研修団では、新型コロナウイルス感染リスクの観点から、大型客船に乗船しての船
内研修は行いませんが、例年「ASEAN訪問・洋上大学」で実施してまいりました「業種、職種、
年齢、立場の異なる参加者間の交流」や「ASEAN地域の現地企業との異文化交流」を中心
にプログラムを構成いたします。
　昨今の日本産業界は、新型コロナウイルスや物価上昇の影響や、人手不足への対応、人材
育成・教育時間捻出の不足など、多くの企業・組織が未曾有の課題・問題に直面しております。
この海外研修団では、“多くの仲間と協力して仕事を進めるリーダーシップ”“一人ひとりが自分
自身で考え行動出来る自律性”“困難にも積極的にチャレンジする勇気”など、企業・組織に貢献
できる人材、課題克服に必要な資質や心の育成を図ってまいります。 
　どの企業・組織におかれましても、苦境に立たされている状況ではございますが、企業・組織力
向上を図るべく、是非この機会に職場活性化の核となる方々の積極的なご派遣をお願いいたし
ます。

一般財団法人  日本科学技術連盟
理事長  佐々木　眞一

（トヨタ自動車株式会社　元副社長）

充実した現地研修
海外での企業見学交流と実践的な研修により、
新たな「価値観」を学び、一人ひとりが見識を高め、
次世代に求められる「グローバル人材」を育成します。

●	QCサークルなど改善グループ活動のリーダー、リーダー候補者、メンバー対	象
＊	リーダーシップの向上
＊	改善グループ活動運営力の向上
＊	問題解決力の向上

ねらい 「小集団改善活動におけるリーダーの役割」
「問題発見力、問題解決力の向上」
「QCサークルの問題点を探り、リーダーとして何をするべきか」

講義内容

リーダーとして真の実力と総合力を養成します

コース
No.1 リーダーのための総合力養成コース QCサークル指導士

資格認定試験受検対象コース

●	QCサークルなど改善グループ活動を推進・支援している全社・職場のスタッフ、事務局対	象
＊	社内・職場内での改善活動の指導者・
キーマンの養成
＊	改善グループ活動の活性化
＊	新任管理者・推進者の育成

ねらい 「小集団改善活動活性化のための運営の工夫」
「問題・課題解決力向上のための指導ポイント」
「QCサークル活動運営力の向上」

講義内容

QCサークル活動推進・支援の核となる人財を養成します

コース
No.2 推進者・支援者のための指導力・支援力強化コース QCサークル指導士

資格認定試験受検対象コース



スケジュール
日	次 月日（曜） 地　名 時間 交通機関 行　程 食　事

1 10/16（月）

羽田・中部 航空機 各空港（東京・名古屋）発

昼：機内
夕：○

バンコク バンコク着
到着後、専用車にてホテルへ送迎

パタヤ
19：45 ウェルカムパーティー

〈ホテル泊〉

2 10/17（火） パタヤ

08：00 研修（リーダーコース、推進者・支援者コース）
※昼食（ホテル内レストラン） 朝：○

昼：○
夕：×17：00 オプショナル研修

〈ホテル泊〉

3 10/18（水） パタヤ

08：00 研修（リーダーコース、推進者・支援者コース）
※昼食（ホテル内レストラン） 朝：○

昼：○
夕：×17：00 オプショナル研修

〈ホテル泊〉

4 10/19（木） パタヤ

08：00
研修（リーダーコース、推進者・支援者コース）
※昼食（ホテル内レストラン）

QCサークル指導士資格認定試験ガイダンス
朝：○
昼：○
夕：×17：00 オプショナル研修

〈ホテル泊〉

5 10/20（金） バンコク

09：00 専用車 企業見学交流会
朝：○
昼：○
夕：×1４：00 終了後、バンコクへ

オプショナル研修
〈ホテル泊〉

6 10/21（土） バンコク

08：00 専用車

バンコク市内視察
（王宮・エメラルド寺院・暁の寺・免税店）

昼食（市内レストラン）

QCサークル指導士資格認定試験
※希望者のみ（事前申込み）

朝：○
昼：○
夕：○

16：00 観光終了後ホテルへ

18：00 夕食（市内レストラン）

〈ホテル泊〉

7 10/22（日） 羽田・中部
専用車 ホテル発、空港へ 朝：○

昼：機内
夕：—航空機 バンコクより各地へ

【備考】	現地事情・天候等により、スケジュール（出発空港・オプショナル研修含む）は変更になる場合があります。

自己改革のための…

仲間との出会い 講義	・	 G
グループ
	 D
ディスカッション
	・	演習 企業見学交流会 現地市内視察

本海外研修団では様々な業種・職種の
方々が参加されます。非日常環境から生
まれる一体感､7日間寝食を共にする中で
得られる出会いは、一生の宝物となるで
しょう。

品質管理・QCサークル活動（小集団改善
活動）・人づくり・職場づくりのスペシャリ
ストによる講義とグループに分かれて課
題に取り組むGD・演習には、皆さんが日
頃抱える問題解決・課題達成の参考とな
る情報が盛りだくさんです。

現地日系企業を見学します。様々な人種
の方々が働く職場を体感してください。
また、海外で取り組むQCサークルの事例
発表もありますので、是非参考にしてくだ
さい。

新しい体験と広がる交流で価値感が変わ
ります。現地の文化・歴史・風俗から、日本
との違いを知り、また現地の風習を体験
して、自己研鑽にお役立てください。



お問い合わせ

一般財団法人 日本科学技術連盟 QCサークル海外研修団担当
〒166-0003　東京都杉並区高円寺南1-2-1　TEL：03-5378-9815　FAX：03-5378-9842　E-mail：juseqccd@juse.or.jp

参加要領

参加費

 ● ホテルでの宿泊は2人部屋が基本となりますが、シングル利用をご希望の方は、別料金108,000円でお部屋を用意いたします。
 ● 渡航手続き手数料として、別料金3,300円（税込）がかかります。
 ● 航空機の「燃油サーチャージ（付加運賃）」として、別途追加料金を申し受けます。
 ※2022年現在57,310円となります。ただし、海外研修団開催期間の状況により，金額は増減する場合があります。
 ● 最少催行人員は60名とします。
 ● 渡航地の事情によりスケジュールが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ● 研修企画は日本科学技術連盟、旅行実施は取扱旅行会社が行います。
 ● 価格は2022年12月1日現在。諸般の事情により価格が変更する場合もございます。

●参加費に含まれるもの
 ● 研修費用、テキスト／資料代
 ● 羽田、中部の各空港からの往復路航空運賃（エコノミークラス）
 ● ホテル代および税・サービス料金（6泊、1室2名で利用）
 ● 市内視察、企業見学交流会のバス代
 ● 食事代金（朝食6回、昼食7回、夕食2回）※機内食含む
 ※現地スケジュールにより変更することがあります。
 ● 手荷物の運送費用（原則として1名20kg以内のスーツケース1個）
◎食事について
参加費に含まれていない10月17日～20日の夕食4回分について
は、ご希望により次のいずれかになります。
1. 各自自由　　　2. オプショナル研修での食事

日科技連では、自治体のガイドラインに基づいた新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施しております。詳しくはURLを参照ください。
https://www.juse.or.jp/information/758.html

●参加費に含まれないもの
 ● ホテルのシングル利用料金
 ● パスポート申請書作成手数料／パスポート印紙代／書類返送代／
渡航に伴う損害保険料／国内での集合、帰宅時に伴う交通費、宿泊代

 ● その他個人的な諸費用／オプショナル研修費用（希望者）／超過手荷
物料金／損害、疾病、感染症等に関する医療費

 ● 土産品、持ち込み品にかかる関税
 ● 10月17日～20日の夕食代金4回分
 ● 食事中の飲み物代金
 ● QCサークル指導士受験料（希望者）

●参加申し込み方法
 ● 別紙「参加申込書」にて、7月18日（火）までにお申込ください。
 ● お申込時に参加者氏名が未定の場合は、参加人数と出発地、研修コースをご記入のうえお申込ください。

●参加費お支払い方法
 ● 第1信資料送付時に「請求書」を同封いたします。
 ● 参加費のお振込みは、お手元に請求書到着後、2ヶ月以内にお願いいたします。

●取消料
参加申込後に、やむを得ない事情で参加をお取り止めされる場合は、次の取消料を申し受けます。
 ● 90日前から46日前 参加費の10%  ● 30日前から 7 日前 参加費の60%  ● 前日・当日または、無連絡不参加 100%
 ● 45日前から31日前 参加費の20%  ●   6 日前から 2 日前 参加費の80%

日科技連賛助会員 ： 450,000円  一般 ： 500,000円 定　員 120名※当海外研修団は消費税対象外です。

「QCサークル指導士」認定試験をご希望の方は、受験料として別料金20,000円がかかります。

　企業・団体等において正しくQCサークル活動の指導、育成ができる
能力があることを証明したものです。QCサークル分野での唯一の認定
資格で、現在では約1,700名の方が一般財団法人日本科学技術連盟に
指導士として登録されています。
　QCサークル指導士認定試験に合格することが、QCサークル指導士
として登録する場合の資格要件の一つとなります。

QCサークル指導士とは

QCサークル指導士の主な活動と特典

「QCサークル指導士」にチャレンジ

①自社、社外のQCサークル活動の指導・育成
②QCサークルに関するセミナー講師
③QCサークル大会の講演や講評
④QCサークルに関する技術指導 他

活動

①QCサークル全国大会優待参加
②日科技連出版社書籍の割引 他

特典

「QCサークル」指導士受験前後のスケジュール

連絡担当者の方に、「QCサークル指
導士」受験資格取得のための試験問
題解答書および「QCサークル推進者
コース」テキスト送付
※連絡担当者の方から受験者の方へ資料
受け渡し

「QCサークル指導士」受験資格取得
のための事前試験
問題解答書送付締切

海外研修団参加時に事前試験結果
（合否）をご連絡

試験結果（合否連絡）
※不合格の場合、帰国後の追試制度あり

「合格証明書」と「指導士登録申請書」を郵送

「QCサークル指導士」認定試験実施

約2ヵ月前
［事務局］

約1ヵ月前
［受験者］

現地研修中
［受験者］

海外研修団参加当日
［事務局］

帰国後
［事務局］

●渡航手続
お申し込み後、渡航手続に関する資料を、第1信資料
として8月下旬頃にお送りします。




