
希望する内容のセミナーにお申込みください。（複数回受講可能）　セミナーは知識編・実践編の構成となっています。
  15回開催。（グループワークを活用した解説講義含む）

労働法の
教え方セミナー

今だからこそ必要な、働くルールの教え方

高校の教職員等向け／大学の教職員等向け／自治体・社会人教育担当者等向け

2021年10月01日㊎～12月17日㊎まで

参加
無料

〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル E-Mail: rdh-kyouiku@lec-jp.com
Tel.03-5913-6085 Fax.03-5913-6409
委託運営

お問い合わせは

担当：増田・金原・岩井

（平日9時～17時）

「労働法教育に関する支援対策事業」運営事務局

令和3年度厚生労働省委託事業
「労働法教育に関する支援対策事業」

ZOOM
オンラインセミナー

キャラクター
「たしかめたん」

学生等に労働法について
教える可能性のある方々を対象に
オンラインにて開催いたします。

生徒、学生、若い社会人に
分かりやすくお伝えするためのノウハウを

一流講師陣が説明します。



本紙のFAXセミナー申込票

FAX.03-5913-6409
専用WEBサイトへ
https://public.lec-jp.com/teach-roudou/

参加
無料

申込方法

※住所記載のお願い：オンラインセミナーのため、テキスト及び資料を送付させて頂きますので送付先のご住所をご記入ください。お預かりした個人情報は本事業に係
るご連絡及びテキスト発送のみに使用します。無断で第三者に提供することはございません。
※複数でご参加の方は各自の氏名をご記入ください。

セミナー日程 11/12㊎ 11/19㊎ 12/03㊎ 12/07㊋ 12/17㊎

自治体・社会人教育担当者等向け　労働法の教え方セミナー

より良く働くための、“労働法”の教え方
テキスト
無料進呈
テキスト
無料進呈

セミナー日程 11/10㊌ 11/16㊋ 11/22㊊ 11/30㊋ 12/10㊎

大学の教職員等向け　労働法の教え方セミナー
アルバイトや就職後のトラブルから、
学生を守るために

テキスト
無料進呈
テキスト
無料進呈

セミナー日程

セミナー内容

セミナー内容

セミナー内容

10/01㊎ 10/08㊎ 10/16㊏ 10/20㊌ 10/23㊏

高校の教職員等向け　労働法の教え方セミナー

●第１回　若い社会人の「働くこと」の探求　ワークルール（教育）の必要性
●第２回　労働者の権利のための「労働法」　労働に関する知識の確認
●第３回　多様な働き方　働き続けやすさとは
●第４回　ワーク・ライフ・バランス　働き過ぎと心身の健康
●第５回　退職のルール　困った時の相談先

●第１回　「働くことと労働法」「働くこと」を考えよう
●第２回　アルバイトを始める前の注意点　働き始めてのトラブル事例
●第３回　契約と労働条件
●第４回　大学生の就職活動の際の注意点
●第５回　多様な働き方　働き続けやすさとは・働き過ぎと心身の健康

●第1回　なぜ労働法があるの？　労働法はなぜ必要になったか？
●第２回　働くことと契約
●第３回　アルバイトをするときの確認事項と問題事例
●第４回　高校生の就職活動の際の注意点
●第５回　労働トラブル事例の紹介

将来の仕事やアルバイトでのトラブルから、
身を守るために

テキスト
無料進呈
テキスト
無料進呈

夢へのレールだけでなく、
労働のルールも指導しよう。

切
り
取
り
線



株式会社東京リーガルマインド
「労働法教育に関する支援対策事業」運営事務局 宛

FAX
番号 03-5913-6409セミナー申込票〈FAX送信用〉

希望する内容のセミナーにお申込みください。（複数回受講可能）
オンラインセミナーのため、専用WEBサイトからのお申込みをお勧めいたします。
また、FAXでお申込みの場合、締切日に注意して下記の申込票に必要事項をご記入の上お申込みください。申込締め切り日終了後でも
受付は可能です。但し、申込締め切り日を過ぎますとセミナーテキスト及び資料が当日迄に届かない場合がございますのでご注意ください。
※どなたでも全てのセミナーにお申込み可能です。

勤務先名

テキスト
送付先住所

参加者名

代表者
氏名 ご連絡先

TEL:

FAX:

E-mail:　　　　　　　@

E-mail:

〒　　　　ー

〈職業〉•教員　•教職員　•その他（　　　　　　　　　　　　　）
担当教科（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〈職業〉•教員　•教職員　•その他（　　　　　　　）
担当教科（　　　　　　　　　　　　　　　　）

E-mail:

〈職業〉•教員　•教職員　•その他（　　　　　　　）
担当教科（　　　　　　　　　　　　　　　　）

E-mail:

〈職業〉•教員　•教職員　•その他（　　　　　　　）
担当教科（　　　　　　　　　　　　　　　　）

（申込者以外）

第1回 09月21日㊋19:00～21:00

19:00～21:00

14:00～16:00

19:00～21:00

14:00～16:00

10月01日㊎
申込締め切り日オンラインセミナー開催日時 講師

本庄 淳志
第2回 09月28日㊋10月08日㊎ 藤堂 武久
第3回 10月06日㊌10月16日㊏ 本庄 淳志
第4回 10月10日㊐10月20日㊌ 藤堂 武久
第5回 10月13日㊌10月23日㊏ 本庄 淳志

伊藤 賀一
大畑 方人
大畑 方人
伊藤 賀一
本間 正人

高校の教職員等向け　労働法の教え方セミナー

第1回 10月31日㊐14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

11月10日㊌
申込締め切り日オンラインセミナー開催日時 講師

佐藤 大和
第2回 11月06日㊏11月16日㊋ 藤堂 武久
第3回 11月12日㊎11月22日㊊ 菅原 草子
第4回 11月20日㊏11月30日㊋ 藤堂 武久
第5回 11月30日㊋12月10日㊎ 本庄 淳志

山本 貴之
伊藤 賀一
山本 貴之
山本 貴之
水島 久光

大学の教職員等向け　労働法の教え方セミナー

第1回 11月02日㊋14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00         

14:00～16:00

11月12日㊎
申込締め切り日オンラインセミナー開催日時 講師

藤堂 武久
第2回 11月09日㊋11月19日㊎ 本庄 淳志
第3回 11月23日㊋12月03日㊎ 本庄 淳志
第4回 11月27日㊏12月07日㊋ 藤堂 武久
第5回

参加します

参加します

参加します

12月07日㊋12月17日㊎ 本庄 淳志

伊藤 賀一

知識編講師 実践編講師

知識編講師 実践編講師

知識編講師 実践編講師

伊藤 賀一
伊藤 賀一
伊藤 賀一
中島 崇学

自治体・社会人教育担当者等向け　労働法の教え方セミナー

参加セミナーに
◯をつけて
ください

切
り
取
り
線



キャラクター
「たしかめたん」

09月21日㊋19:00～
     21:00
19:00～
     21:00
14:00～
     16:00
19:00～
     21:00
14:00～
     16:00

10月01日㊎
申込締め切り日オンラインセミナー開催日時 知識編講師 実践編講師

本庄 淳志

09月28日㊋10月08日㊎ 藤堂 武久

10月06日㊌10月16日㊏ 本庄 淳志

10月10日㊐10月20日㊌ 藤堂 武久

10月13日㊌10月23日㊏ 本庄 淳志

伊藤 賀一

大畑 方人

大畑 方人

伊藤 賀一

本間 正人

高校の教職員等向け　労働法の教え方セミナー

将来の仕事やアルバイトでの
トラブルから、身を守るために

労働法の教え方セミナー高校の教職員等向け

※どなたでも全てのセミナーにお申込み可能です。（複数回受講可能）　セミナー当日は開始時間10分前よりご入室できます。

参加者に
もれなく
テキスト進呈

参加者に
もれなく
テキスト進呈

無料特典無料特典

参加
無料

●「公民科」や「家庭科」などの教科担当職員の皆さん
●高等学校の進路指導・就職・キャリア教育担当職員の皆さん
●高校生の労働法教育に関心のある「士業」の皆さん

参加対象

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

セミナー内容

なぜ労働法があるの？　労働法はなぜ必要になったか？

働くことと契約

アルバイトをするときの確認事項と問題事例

高校生の就職活動の際の注意点

労働トラブル事例の紹介

ZOOM
オンラインセミナー

講師紹介

本間 正人先生
京都芸術大学教授。「学習学」の提唱者であり、「楽しくて、
即、役に立つ」参加型研修やNHKビジネス英語の講師とし
てアクティブ・ラーニングを25年以上実践。コーチングや
ほめ言葉などの著書79冊。近著に「やさしい英語で
SDGs」（合同出版）。

本庄 淳志先生
静岡大学・人文社会科学部法学科准教授。一般社団法人
ワークルールの代表理事として，全国の高校・大学生等に
ワークルールを広める活動にも従事。主著に『労働市場に
おける労働者派遣法の現代的役割』（弘文堂，2016年）
［労働関係図書優秀賞受賞］及び『テキストブック労働法』
（中央経済社、2021年）。

大畑 方人先生
ドルトン東京学園中等部・高等部社会科教諭。私立中高、
都立高校勤務を経て、2021年度より現職。上智大学総
合人間科学部教育学科非常勤講師を兼務。主な関心分
野は、主権者教育、法教育、キャリア教育など。著書に『ラ
イブ！　主権者教育から公共へ』（共著、山川出版社）など
がある。

【第2回・第3回】
“そのまま使えるモデル講義”を実施
【第5回】
全員参加型のグループワークを実施



※どなたでも全てのセミナーにお申込み可能です。（複数回受講可能）　セミナー当日は開始時間10分前よりご入室できます。

●大学生等の就職、キャリア指導担当教職員の皆さん
●学生の労働法教育に関心のある「士業」の皆さん参加対象

キャラクター
「たしかめたん」

10月31日㊐14:00～
     16:00
14:00～
     16:00
14:00～
     16:00
14:00～
     16:00
14:00～
     16:00

11月10日㊌
申込締め切り日オンラインセミナー開催日時 知識編講師 実践編講師

佐藤 大和

11月06日㊏11月16日㊋ 藤堂 武久

11月12日㊎11月22日㊊ 菅原 草子

11月20日㊏11月30日㊋ 藤堂 武久

11月30日㊋12月10日㊎ 本庄 淳志

山本 貴之

伊藤 賀一

山本 貴之

山本 貴之

水島 久光

大学の教職員等向け　労働法の教え方セミナー

アルバイトや就職後の
トラブルから、学生を守るために

労働法の教え方セミナー大学の教職員等向け

参加者に
もれなく
テキスト進呈

参加者に
もれなく
テキスト進呈

無料特典無料特典

参加
無料

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

セミナー内容

「働くことと労働法」「働くこと」を考えよう

アルバイトを始める前の注意点　働き始めてのトラブル事例

契約と労働条件

大学生の就職活動の際の注意点

多様な働き方　働き続けやすさとは・働き過ぎと心身の健康

ZOOM
オンラインセミナー

講師紹介

佐藤 大和先生
レイ法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属・日本弁
護士連合会「市民のための法教育委員会」委員、厚生労
働省「過重労働解消のためのセミナー及び過重労働解
消キャンペーンに関する広報事業検討委員会」委員長等
を務め、芸能人の権利問題、人権問題について取り組ん
でいる。

山本 貴之先生
立命館大学 大阪いばらきキャンパス地域連携課職員。
自動車部品メーカー勤務後、立命館大学学生オフィスに
て学生生活の安全安心を実現するための指導および啓発
セミナーの企画・運営を担当、現在は地域連携課にて、地
方公共団体、企業等との地域・社会連携業務に携わる。

菅原 草子先生
レイ法律事務所在籍弁護士。東京弁護士会広報室嘱託。
退学・停学、いじめ問題など、学校に関わる事件を多く扱
う。また、女性が気軽に相談できる存在になりたいとの思
いから、女性誌ウェブサイトHanako.tokyoで法律相談コ
ラムを連載中。法律監修・新潮社「小説8050」、フジテレビ
「シャーロック」等。

水島 久光先生
東海大学ジェネラルマネージャー（キャリア就職担当）。広告
会社からインターネット企業を経て現職。著書に『メディア
分光器―ポスト・テレビからメディアの生態系へ』（東海教育
研究所、2017）、『戦争をいかに語り継ぐか―「映像」と「証
言」から考える戦後史』（NHK出版、2020）、『新しい生活と
は何か―災禍と風景と物語』（書籍工房早山、2021）など。

【第5回】
全員参加型のグループワークを実施



知識編講師 実践編講師

※どなたでも全てのセミナーにお申込み可能です。（複数回受講可能）　セミナー当日は開始時間10分前よりご入室できます。

●自治体の労働法教育のご担当の皆さん
●若年者の就労支援やキャリア支援に携わっている皆さん
●若年者の労働法教育に関心のある「士業」の皆さん

参加対象

キャラクター
「たしかめたん」

11月02日㊋14:00～
     16:00
14:00～
     16:00
14:00～
     16:00
14:00～
     16:00         
14:00～
     16:00

11月12日㊎
申込締め切り日オンラインセミナー開催日時

藤堂 武久

11月09日㊋11月19日㊎ 本庄 淳志

11月23日㊋12月03日㊎ 本庄 淳志

11月27日㊏12月07日㊋ 藤堂 武久

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回 12月07日㊋12月17 日㊎ 本庄 淳志

セミナー内容

若い社会人の「働くこと」の探求　ワークルール（教育）の必要性

労働者の権利のための「労働法」　労働に関する知識の確認

多様な働き方　働き続けやすさとは

ワーク・ライフ・バランス　働き過ぎと心身の健康

退職のルール　困った時の相談先

伊藤 賀一

伊藤 賀一

伊藤 賀一

伊藤 賀一

中島 崇学

自治体・社会人教育担当者等向け　労働法の教え方セミナー

より良く働くための、
“労働法”の教え方

労働法の教え方セミナー自治体・社会人教育担当者等向け

参加者に
もれなく
テキスト進呈

参加者に
もれなく
テキスト進呈

無料特典無料特典

参加
無料

ZOOM
オンラインセミナー

講師紹介

藤堂 武久先生
資格：弁護士、中小企業診断士。所属：東京弁護士会、東京
都中小企業診断士協会。弁護士として、労働問題（解雇問
題、パワハラ問題、労災問題等）に取り組むなかで，トラブ
ルの予防に注力するため、中小企業診断士としても研修・
講演活動等にも取り組むようになる（研修・講演等延べ３９
０回超登壇）。紙芝居型のセミナー手法を考案。

伊藤 賀一先生
リクルート　スタディサプリ講師。社会科の立ち上げから
参画し、日本史、倫理、政経、現社の４科目を担当する。著
書は『ニュースの“なぜ？”は日本史に学べ』（ＳＢ新書）、『笑
う日本史』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）など37冊。20種以上の職業経
験や、現在の社会人学生経験から語られる実話が好評。

中島 崇学先生
株式会社共創アカデミー 代表取締役。NECにて人事、広報、
組織改革に従事。「3,000人の対話集会」や「全事業部長の
リーダーシップ強化」など数多くの経験を持つ。2019年独立
し（株）共創アカデミーを設立。組織風土改革やファシリテー
ター育成に力を注ぎ、企業や自治体など社会全体の活性化に
貢献する。著書「私が会社を変えるんですか？」（JCAM出版）。

【第5回】
全員参加型のグループワークを実施
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