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　新しい年が始まりました。今年をどのような
１年にしたいと考えていますか？　新年の抱負
として、目標を立てる方も多いのではないでし
ょうか。私は知識の量を増やすことを目的に、
１年間に読む本の目標冊数を決めています。3
年前までは100冊でしたが、2年前は150冊に増
やし、昨年は200冊の目標を達成しました。200
冊を読もうとすると、１か月に17冊、１週間で
は4～5冊を読みますので、ペース管理能力が
必要です。さらにスピードを上げるために速読
のスキルも必要です。
　目標を達成させるために、自分の課題を解決
し、必要なスキルを習得します。設定した目標
を達成するまでのプロセスには、意思と工夫が
つまっていて、やりがいもあり面白いものです。

　目的を果たすために目標を設定します。目的
は抽象的に「こんな風になっていたい」と思い
描き、その目的を果たすために具体的な目標を
立てます。
　目標が達成できているかを客観的に判断する
ため、2つの設定があります。

新しい年を迎える意気込み

　例えば…

　目標を立てても、最初の一歩は踏み出しにく
いものです。では、スムーズに行動ができるよ
うに、計画を立てましょう。

第13回●目標設定のススメ

目的と目標

　ここまでできれば、あとは実行するのみです。
実行するポイントは習慣化することです。毎日
のルーティーンの中に組み込むことで、忘れて
しまったり、時間がなくなってしまったという
ことを避けられます。新入社員の指導を担当し
ている方は、「目的として、新入社員が職場に
馴染むこと。目標は１日１回雑談をするために
声を掛ける。計画として、毎日3時に声を掛け
ること」とされていました。「なんで3時？」
と質問すると、「１日の中で一番眠くなる時間
だから、自分もシャキッとするし、新入社員も
気持ちが緩まないようになる」という理由でし
た。新入社員のためだけでなく、自分にも役に
立っているのがお得感がありますねと評判でし
た。
　目的を考えると、将来を思い描くことができ
ます。目標を設定すると、達成するために工夫
をします。結果、目標を達成すると、「私はで
きる」という自己肯定感が上がります。なんと
なく毎日を過ごすのではなく、やりがいのある
毎日を過ごすために目的を考え、目標設定をし
て、イキイキとした１年を過ごしてください。

納税協会の「総務管理者養成講座」
詳しくは
各納税協会のホームページ

をクリック！

https://www.nouzeikyokai.or.jp/seminar/

実力派を目指すあなたのための─。

公益財団法人納税協会連合会　事業部
〒540－0008 大阪市中央区大手前1－5－33（納税協会ビル6階）
TEL 06－6937－5115 FAX 06－6937－5502

新刊書のご案内

◆お求めはお近くの納税協会へ

目標を達成するために計画を実行する

新商品○○の提案ができるように商品知
識をつける目的

「いつから、何を達成するのか」を具体
的に決める目標

新商品○○について特徴を覚える
❶ 項目（何を）

１月10日～１月15日
❷ 時期（いつから）

定量：商品について５枚の資料にまとめる
定性：資料の説明がスラスラと言える状態

❸ 定量目標・定性目標

講義コース

通信コース・e－通信コース 常時受け付けています。

履修科目

受 講 料
（消費税込）

①総 務 実 務　②経 理 実 務　③源泉徴収事務
④社会保険事務　⑤労働保険事務　⑥労務管理事務

講義コース 〈大阪・京都教室〉（納税協会会員）　65,880円
　　　　　　〃　　　　　　（一　　　　般）　76,680円
通信コース・e－通信コース　（納税協会会員）　52,920円
　　　　　　〃　　　　　　（一　　　　般）　63,720円

『大阪教室 夜間コース』
開催日時　前期　4月4日(火)～7月11日(火）
　　　　　後期　8月１日(火)～10月31日(火）
※前・後期開催中、4通りでのコース選択（各27日間）が可能です。
　　　　　(18：30～20：30、計54時間）
会　　場　納税協会連合会　研修センター
(大阪市中央区谷町１－5－4 近畿税理士会館大同生命ビル10階）

開催日時　4月5日(水)～7月10日(月)のうち27日間
　　　　　(18：30～20：30、計54時間）
会　　場　中京納税協会　会議室
(京都市中京区富小路通二条上ル鍛冶屋町379）

『京都教室 夜間コース』

＊平成29年度大阪教室・京都教室 開催決定＊
平成29年3月申告用

所得税の確定申告の手引
申告書に沿って、税法・通達改正等を織り込み、所得の種類別にその計算方法
から、実際の確定申告書の書き方までを体系的にとりまとめて工夫編集。
申告書の記載例については、平成28年分で使用されるすべての申告書の様式と
多くの附属計算書の記載例を示し、わかりやすく解説。

野田高士 編 ■B5判1,064頁／定価：本体 2,000円＋税

平成29年3月申告用

確定申告事務必携
多忙な確定申告期の事務処理を効率的に確実に処理するための必須項目を厳選し、確
定申告実務のポイントを要領よくまとめた税務専門家必携の書。巻末には税理士業務に役立つ資
料等も満載。 堀三芳・勝山武彦 著 ■B5判526頁／定価：本体 3,000円＋税

税理士のための
所得税及び復興特別所得税・消費税・贈与税の申告

事例による可否判定と申告の仕方

平成29年3月申告用 医療費控除一目でわかる

医療費控除をめぐる質疑・可否判定を一目でわかる「○」「×」方式で回答。
確定申告書の作成方法＝「確定申告書Ａ」「確定申告書Ｂ」の２種類の申告書様式に
より具体例でやさしく解説。 野田高士 編 ■B5判216頁／定価：本体 1,200円＋税
平成29年3月申告用

住宅ローン控除・住宅取得資金贈与の
トクする確定申告ガイド
マイホームの購入やリフォームをめぐる減税措置・給付措置のポイントを、わかりや
すく解説。また、所得税の確定申告書の書き方についても多くの事例を掲載。
みどり税理士法人　税理士　塚本和美 著 ■B5判224頁／定価：本体 1,400円＋税
法人税 と 所得税 をうまく使いこなす

法人成り・個人成りの実務
法人税・所得税における双方のメリット・デメリット、個人事業の廃業時や法人設立時
の注意点や手続、法人から個人へ移行する際のポイントを対話形式でわかりやすく解説。
税理士　小谷羊太　税理士　仲宗根宗聡 著 ■A5判264頁／定価：本体 2,200円＋税

新商品○○の資料作成
❶ 実施内容（何を）

定量目標
●できるだけ定量化（数値化）する
●例）パーセント、実数、計算式

定性目標
●数値化できないものは状態で表す
●「どのような状態になったとき、目標が達成され

たのか」を表現する
●例）「～の状態になっている」「～の行動をする」

「～の行動を完了する」
●例）「説明をしたとき、クライアントが納得でき

ている状態」

「いつまでに何をするのか」「毎日何をす
るのか」を計画する計画

１月10日　資料のパンフレットを読む
１月11日　商品の特徴を箇条書きにまとめる
１月12日　資料のフォーマットを決める
１月13日　11日にまとめた箇条書きを基に、

12日に作成したフォーマットを使
い資料を作成する

１月15日　作成した資料を見直す

❷ 期間（いつから、いつまでに、いつ）

〜
１月14日



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B0027004A8C2D4E196A966E270020006B30FA5765304F305D002000D330B830CD30B9308765F8666E3068883A794A3088307330705337526B30699057305F302000410064006F0062006500200050004400460020008765F8666E305C4F10626B307F4F287557307E305930023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E305930023053306E302D8A9A5B67306F30D530A930F330C8306E30CB578130BC8F7F3092304C8844307E3059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [1031.811 728.504]
>> setpagedevice


