
おすすめ研修のご紹介PICK
UP

組織の効率性を向上するために、管理職として業務改善と人材育成の面から、タイムマネジメントの「考え方」と「手法」を習得いた
だきます。コスト削減とパフォーマンス向上を継続的に両立できる管理職・リーダーを目指していただきます。

組織のタイムマネジメント研修～管理職の立場から組織の効率化を目指す

本研修では、営業マネージャーの方に「成果を上げ続けられるチーム作り」に必要な考え方と手法を身につけていただきます。
営業マネージャー研修

組織としての成果を上げるにあたり重要な役割を持つ「チームマネジメント」に焦点を当てた、リーダー層向け研修です。
成果を上げるための仕掛けづくりと体制構築を担う「マネージャー」としての役割と、目標達成に向けてメンバーを率先垂範する

「リーダー」としての役割の両面から、チームマネジメントのあり方を実践的に伝えます。

チームマネジメント研修～チームリーダーのスキル向上

営業職の生産性向上を図るには？

あるデータによると、営業職の勤務時間に占める書類作成や会議などの「社内業務」に費やしている時間は、日本の場合、全業務時間
の約 50％を占めるのに対し、米国の場合、その半分以下の 20％だといいます。「営業が何で一日の半分も会社の中にいる必要がある
んだ？」という、上司の皆さんのイラだち声が聞こえてきそうですが、実は、この社内業務に時間を取られている要因の一つが、その上
司自身にあるかもしれないのです。

営業職が行う「書類作成」には、「見積書を作る」など、お客様のために作る書類ももちろんありますが、それ以上に時間を取られてい
るのが、実は社内向けの書類作成である場合が少なくありません。では、営業職はどんな社内資料を作成しているのでしょうか。
まず、訪問履歴や商談結果など、日々の営業活動を社内システム等に記録する作業があります。それとは別に、一日の活動を報告書と
して作成し、上司に提出させる慣例となっている職場もあるでしょう。さらに、週次や月次で行われる会議においては、別途、会議用の
報告資料の作成が求められることもあります。

「社内業務」はこれだけではありません。チーム内での情報共有のためのミーティングに参加したり、新しく加わった後輩へのＯＪＴと
いった付帯業務が、そこに加わってきます。これらの付帯業務は、米国の営業職においてはほとんど求められることがなく、それが先
ほど示したような日米での時間の使い方の差として表れているのかもしれません。

そこで、これらの「社内業務」の時間を圧縮するにあたり、まず取り組みたいのが「報告」業務の効率化です。すでに営業支援システ
ム（ＳＦＡ/Sales Force Automation）を導入しているところは多いと思いますが、その日々の入力作業に加えて、別途、報告書を
書かせて上司に提出させるのは、いかにも二度手間です。ここは、上司側が意識を変え、部下からの報告を待つのではなく、自らシス
テムに登録された活動記録を確認し、必要に応じて指導するという形式に変えることが必要です。また、「会議」も時間短縮の余地
の大きいイベントといえます。まず、会議の目的が活動報告であれば、メールで済ますこともできますし、情報共有を目的としたやり
取りであれば、社内 SNS を通じて行うことも可能です。営業職が一堂に会す場所で各々から報告を受け、壇上から一斉に指示を出
す、という営業報告会議のスタイルは、「上司にとって」は効率的かもしれませんが、結果的に営業職の貴重な活動時間を奪うことに
なってしまいます。
働き方改革が叫ばれる昨今、営業の現場にも聖域なき業務の見直しが求められています。今一度、これまでの仕事のやり方をクリ
ティカルに問い直し、限りある労働時間を「攻め」の活動に振り向けていくことが営業職の生産性向上には欠かせないのではないで
しょうか。
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日本の営業職は社内業務に追われている！？

作成する書類の多くが「上司への報告書」

時間削減の余地が大きい「報告」と「会議」



時間 開催日 研修名

大阪開催

コミュニケーション

時間 開催日 研修名

営業

考えるスキル
時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

業務改善

時間 開催日 研修名

評価・考課

時間 開催日 研修名

リスク管理

時間 開催日 研修名

CS/接遇/クレーム対応

開催日 研修名

時間 開催日 研修名

書くスキル

伝えるスキル
時間 開催日 研修名

ビジネスマインド
時間 開催日 研修名

2 0 1 7

エリア開催スケジュール

コールセンター
時間 開催日 研修名

14:00-17:00

大阪／福岡／名古屋／札幌／仙台／広島／京都

※各地域の開催場所は、ＷＥＢまたは受講票をご確認ください http://www.insource.co.jp/bup/bup_top.html  

研修時間 10:00-16:45 10:00-13:009:00-18:00 10:00-17:30 9:00-17:00
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11月8日(水)

11月2日(木)

11月24日(金)

11月11日(土)

11月10日(金)

11月8日(水) コミュニケーション研修

ファシリテーション研修

アサーティブコミュニケーション研修

調整力発揮研修

部下とのコミュニケーション実践研修
～多様化する部下への関わり方

コミュニケーション研修

11月27日(月) 人を動かすコミュニケーション研修
～キーパーソンへ働きかける編

11月28日(火) （外国人・帰国子女向け）日本人と一緒に
働くためのコミュニケーション研修

11月27日(月) 調整力発揮研修

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

11月28日(火)

11月22日(水) 営業研修～ソリューション提案力向上編

営業研修～新規開拓営業編

（若手向け）営業基礎研修
～営業のいろはを知り、営業活動の流れを学ぶ

11月1日(水) 営業マネージャー研修

11月16日(木)

11月30日(木)

11月6日(月)

11月2日(木)

11月7日(火)

ロジカルシンキング研修

整理力向上研修

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

11月14日(火) ラテラルシンキング研修
～新たな発想を生み出す力を養う

11月17日(金)

11月17日(金)

ロジカルシンキング研修

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

11月21日(火) 図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

11月22日(水) ロジカルシンキング研修（実践編）
～論理的思考による問題解決

11月24日(金) 企画力研修
～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ

11月29日(水) 情報活用力養成研修
～情報の収集・整理・分析編

11月14日(火) マーケティング研修

部下とのコミュニケーション実践研修
～多様化する部下への関わり方

（人事担当者向け）メンター制度導入による社員
育成を考える研修

11月2日(木)

11月6日(月)

接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する

11月1日(水)

11月7日(火) メンター研修

11月7日(火) リーダーコミュニケーション研修

11月7日(火)

コーチング研修
～部下の主体性を引き出すスキルを習得する
ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

11月9日(木)

11月21日(火) （男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修

ティーチング研修～適切な業務指導の進め方

11月15日(水)

コーチング研修
～部下の主体性を引き出すスキルを習得する

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

11月24日(金)

11月28日(火)

人を動かすコミュニケーション研修
～キーパーソンへ働きかける編11月27日(月)

（ＯＪＴ指導者向け）新人・若手のホウ・レン・ソ
ウ強化研修

11月29日(水)

11月13日(月) 事務職のための業務改善研修～ファイリング編

事務職のための業務改善研修
～オペレーションミスを防止する編

11月9日(木) 業務改善研修

タイムマネジメント研修～仕事を効率的に
進めるための時間管理を学ぶ
組織のタイムマネジメント研修
～管理職の立場から組織の効率化を目指す

11月15日(水)

11月22日(水)

11月28日(火)

タイムマネジメント研修～仕事を効率的に
進めるための時間管理を学ぶ11月17日(金)

11月1日(水)

11月1日(水)

Ｅメールの書き方研修～顧客満足度を高める編

報告書・議事録の書き方研修

11月8日(水) ビジネスＥメールの書き方研修

11月1日(水) マニュアル作成研修
～改善・合理化を促す業務マニュアルの作り方

11月27日(月)

11月16日(木) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

ビジネス文書研修

提案書の作り方研修

11月13日(月)

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

11月14日(火)

11月14日(火)

11月16日(木)

分かりやすい説明の仕方研修

11月29日(水) 分かりやすい説明の仕方研修

プレゼンテーション研修

11月20日(月) 説得力強化研修～ディベートによる能力開発

11月29日(水) プレゼンテーション研修

11月8日(水)

11月14日(火)

ビジネスマナー研修

ベテランのためのビジネスマナー研修

11月20日(月) クレーム電話対応研修

11月22日(水) 接客サービス・接客マナー向上研修

ビジネスマナー研修

11月29日(水) ＣＳクレーム対応研修

11月27日(月) クレーム対応力レベルアップ研修
～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する

11月15日(水) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

11月20日(月)

11月1日(水) 接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する

11月7日(火)

11月16日(木) メンタルヘルス研修～セルフケア

11月20日(月) （半日研修）ハラスメント防止研修
～セクハラ・パワハラを生まない職場づくり

事例で学ぶハラスメント防止研修～管理職
としてパワハラのもたらす損害について考える

11月20日(月)

11月27日(月) リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ

（半日研修）（管理職向け）コンプライアンス研修
～組織における不祥事防止

11月30日(木)

11月15日(水)

11月16日(木)

11月16日(木)

11月30日(木)

11月7日(火)

新人フォロー研修

新人フォロー研修

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！
中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者
意識をもって、周囲に働きかける存在になる
壁を乗り越える研修～考え方を切り替え、
ワンランク上の仕事を目指す

11月24日(金) 社会人１年目・２年目ステップアップ研修
～周辺配慮とマナー編

11月28日(火) 若手社員研修～主体性の発揮

11月21日(火)

11月24日(金)

電話応対基礎研修

電話応対レベルアップ研修

11月15日(水)

11月8日(水) モニタリングフィードバック研修

（コールセンター向け）スーパーバイザー研修
～ＳＶとしてのマネジメント力を向上させる

11月13日(月)

11月30日(木)

評価者研修

目標管理研修

時間

部下育成



時間 開催日 研修名

福岡開催

時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

大阪開催

マネジメント

時間 開催日 研修名

名古屋開催

時間 開催日 研修名

札幌開催

9:00-17:0014:00-17:00

大阪／福岡／名古屋／札幌／仙台／広島／京都

※各地域の開催場所は、ＷＥＢまたは受講票をご確認ください http://www.insource.co.jp/bup/bup_top.html  

研修時間 10:00-16:45 10:00-13:009:00-18:00 10:00-17:30

人事/総務/財務/法務

時間 開催日 研修名

キャリアデザイン

11月30日(木) ４０代向けキャリアデザイン研修
～ワーク・ライフ・マネーバランスを考える

11月2日(木) リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

11月7日(火) リーダーコミュニケーション研修

11月9日(木) 判断力強化研修

11月9日(木)
　～10日(金）

新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを
始める編（２日間）

11月10日(金)

11月10日(金)

段取り研修～管理職としての基本的マネジメント
スキルを理解する

11月10日(金) 現場マネージャー研修

中級（課長級）管理職研修～ＰＤＣＡ・突破力編

11月13日(月) リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

11月13日(月) プロジェクトマネジメント基礎研修

11月17日(金) 女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーと
して必要なスキルを習得・確認する」

11月17日(金) 財務基礎研修

11月9日(木) 管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

11月20日(月) リーダーシップ研修（初級編）～サーバント・リー
ダーシップで部下の成長を促進する
段取り研修～管理職としての基本的マネジメント
スキルを理解する11月21日(火)

11月22日(水) 労務管理研修

11月27日(月)
　～28日(火）

新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを
始める編（２日間）

（人事担当者向け）メンター制度導入による
社員育成を考える研修

11月6日(月)

11月6日(月)

研修講師養成研修

11月8日(水)

11月9日(木)

11月8日(水)

11月1日(水)

11月1日(水)

11月2日(木)

11月6日(月)

11月10日(金)

11月10日(金)

11月7日(火)

11月6日(月)

11月7日(火)

11月7日(火)

11月9日(木)

事務職のための業務改善研修
～オペレーションミスを防止する編
リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

（半日研修）ハラスメント防止研修
～セクハラ・パワハラを生まない職場づくり

企画力研修
～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する
クレーム対応力レベルアップ研修～対応の
難しい苦情対応のスキルを向上する

段取り研修～管理職としての基本的
マネジメントスキルを理解する

中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者意
識をもって、周囲に働きかける存在になる

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１０

（若手向け）営業基礎研修～営業のいろはを
知り、営業活動の流れを学ぶ

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

リーダーコミュニケーション研修

11月2日(木)

新人フォロー研修

ファシリテーション研修

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

11月13日(月)

11月13日(月)

11月14日(火)

11月15日(水)

11月15日(水)

11月14日(火)

11月16日(木)

11月16日(木)

11月17日(金)

コーチング研修
～部下の主体性を引き出すスキルを習得する

女性リーダー研修～キャリアアップ編
「リーダーとしての自信をつける」
中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！
ＬＧＢＴ研修
～ダイバーシティ＆インクルージョンを実現する

プレゼンテーション研修

現場マネージャー研修

ビジネスマナー研修

ロジカルシンキング研修（実践編）
～論理的思考による問題解決
クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

11月21日(火)

11月21日(火)

11月22日(水)

11月22日(水)

11月17日(金)

11月20日(月)

11月20日(月)

11月27日(月)

11月29日(水)

11月24日(金)

11月28日(火)

11月28日(火)

11月27日(月)

11月30日(木)

11月30日(木)

11月29日(水)

11月24日(金)

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者意識
をもって、周囲に働きかける存在になる

次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける
ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編
オペレータースキル向上研修
～相手が満足するトークスキル

社会人１年目・２年目ステップアップ研修
～周辺配慮とマナー編

ロジカルシンキング研修

財務基礎研修

11月20日(月)

研修講師養成研修

コミュニケーション研修

マニュアル作成研修～改善・合理化を促す業
務マニュアルの作り方

リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩
を牽引するリーダーとなる
３０代向けキャリアデザイン研修
～主体的かつ戦略的にキャリアを考える
タイムマネジメント研修～仕事を効率的に
進めるための時間管理を学ぶ
コーチング研修
～部下の主体性を引き出すスキルを習得する

評価者研修

若手社員研修～主体性の発揮

女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダー
として必要なスキルを習得・確認する」

11月8日(水)

11月7日(火)

11月7日(火)

11月8日(水)

11月8日(水)

11月6日(月)

11月1日(水)

11月1日(水)

11月1日(水)

11月2日(木)

11月2日(木)

11月2日(木)

11月6日(月)

２０代向けキャリアデザイン研修
～Ｍｕｓｔ・Ｃａｎ・Ｗｉｌｌでキャリアを考える

段取り研修～管理職としての基本的
マネジメントスキルを理解する

女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダー
として必要なスキルを習得・確認する」
リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩
を牽引するリーダーとなる

労務管理研修

コミュニケーション研修

パワーポイントプレゼンテーション研修

メンター研修

業務フロー作成研修

11月8日(水)

リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ

ロジカルシンキング研修（実践編）
～論理的思考による問題解決
クレーム対応力レベルアップ研修
～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する

プロジェクトマネジメント基礎研修

業務フロー作成研修

11月10日(金)

11月13日(月)

11月13日(月)

11月14日(火)

11月14日(火)

11月24日(金)

11月27日(月)

11月27日(月)

11月10日(金)

11月22日(水)

11月24日(金)

11月17日(金)

11月17日(金)

11月16日(木)

11月14日(火)

11月15日(水)

11月15日(水)

11月15日(水)

11月16日(木)

11月16日(木)

11月20日(月)

11月21日(火)

11月21日(火)

11月20日(月)

11月21日(火)

11月22日(水)

11月22日(水)

中級（課長級）管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者
意識をもって、周囲に働きかける存在になる

ロジカルシンキング研修

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

11月13日(月)

ビジネスマナー研修

クレーム電話対応研修

アサーティブコミュニケーション研修

リーダーコミュニケーション研修

整理力向上研修

財務基礎研修

組織のタイムマネジメント研修
～管理職の立場から組織の効率化を目指す

図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

研修講師養成研修

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

情報活用力養成研修
～情報の収集・整理・分析編

メンタルヘルス研修～セルフケア

ラテラルシンキング研修
～新たな発想を生み出す力を養う
段取り研修～管理職としての基本的
マネジメントスキルを理解する

評価者研修

接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する
ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

タイムマネジメント研修～仕事を効率的に
進めるための時間管理を学ぶ

報告書・議事録の書き方研修

上級管理職研修

変革リーダー研修～人数を増やさず今の
メンバーで変革を実現する

コミュニケーション研修
～エトス・パトス・ロゴスで伝える力を強化する

電話応対レベルアップ研修

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

11月30日(木)

11月30日(木)

11月30日(木)

11月28日(火)

11月28日(火)

11月29日(水)

11月29日(水)

11月29日(水)

11月28日(火)

（外国人・帰国子女向け）日本で働くための
ビジネス基礎研修

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

経営戦略研修

新人フォロー研修

プレゼンテーション研修

業務改善研修

Ｅメールの書き方研修～顧客満足度を高める編

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

11月1日(水) ビジネス文書研修

11月9日(木)

11月9日(木)

11月10日(金)

４０代向けキャリアデザイン研修
～ワーク・ライフ・マネーバランスを考える

ファシリテーション研修

中級（課長級）管理職研修～ＰＤＣＡ・突破力編

11月10日(金) ラテラルシンキング研修
～新たな発想を生み出す力を養う 11月9日(木) コーチング研修

～部下の主体性を引き出すスキルを習得する 11月1日(水) 電話応対基礎研修



時間 開催日 研修名

札幌開催

時間 開催日 研修名

広島開催

時間 開催日 研修名

京都開催

時間 開催日 研修名

仙台開催

14:00-17:00

大阪／福岡／名古屋／札幌／仙台／広島／京都

※各地域の開催場所は、ＷＥＢまたは受講票をご確認ください http://www.insource.co.jp/bup/bup_top.html  

研修時間 10:00-16:45 10:00-13:009:00-18:00 10:00-17:30 9:00-17:00

11月10日(金)

11月10日(金)

（半日研修）ハラスメント防止研修
～セクハラ・パワハラを生まない職場づくり

（半日研修）コンプライアンス研修～個人情報
保護、情報セキュリティ、ＳＮＳのリスクを知る編

11月8日(水)

11月9日(木)

マーケティング研修

アサーティブコミュニケーション研修

11月8日(水) 管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

11月20日(月)

11月21日(火)

調整力発揮研修

メンター研修

11月17日(金) リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

11月22日(水)

11月22日(水)

リーダーコミュニケーション研修

ファシリテーション研修

11月21日(火) （若手向け）営業基礎研修～営業のいろはを
知り、営業活動の流れを学ぶ

11月14日(火) ロジカルシンキング研修

11月13日(月) 接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する

11月16日(木) パワーポイントプレゼンテーション研修

11月15日(水) 交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

11月24日(金) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

11月27日(月) 新人フォロー研修

11月29日(水) 分かりやすい説明の仕方研修

11月29日(水) クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

11月30日(木) コミュニケーション研修

11月28日(火)

11月28日(火)

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

11月14日(火)
　～15日(水）

新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを
始める編（２日間）

11月1日(水)

11月2日(木)

若手社員研修～主体性の発揮

電話応対レベルアップ研修

11月10日(金) ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

11月10日(金)

11月13日(月)

11月14日(火)

11月14日(火)

上級管理職研修

アサーティブコミュニケーション研修

ビジネス文書研修

仮説構築力向上研修

タイムマネジメント研修～仕事を効率的に
進めるための時間管理を学ぶ

11月16日(木)

11月17日(金)

社会人２年目研修～意識転換と不安の
払しょくを図り、次のステージに進む
管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

11月15日(水)

11月17日(金)

11月20日(月)

11月21日(火)

11月22日(水)

営業研修～ソリューション提案力向上編

分かりやすい説明の仕方研修

ロジカルシンキング研修

11月21日(火)

評価者研修

11月22日(水)

11月24日(金)

11月27日(月)

コーチング研修
～部下の主体性を引き出すスキルを習得する

中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者意識
をもって、周囲に働きかける存在になる

中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者意識
をもって、周囲に働きかける存在になる

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

11月28日(火) 女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーと
して必要なスキルを習得・確認する」

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１０

11月29日(水)

11月30日(木)

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ２０１０

（若手向け）営業基礎研修
～営業のいろはを知り、営業活動の流れを学ぶ

11月29日(水)

11月1日(水)
　 ～2日(木）

新任管理職研修
～自信を持ってマネジメントを始める編（２日間）

11月6日(月)

11月6日(月)

（半日研修）タイムマネジメント研修
～業務の優先順位付けをクセづける

（半日研修）ファイリング研修
～業務効率化のための実践ファイリング術

11月7日(火) リーダーコミュニケーション研修

11月8日(水)

11月9日(木)

リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる
クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

11月10日(金) 組織のタイムマネジメント研修
～管理職の立場から組織の効率化を目指す

11月21日(火) 電話応対基礎研修

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編11月22日(水)

11月24日(金)

11月24日(金)

11月27日(月)

コミュニケーション研修
～エトス・パトス・ロゴスで伝える力を強化する

（若手向け）コミュニケーション研修
～デキる「ホウ・レン・ソウ」

11月28日(火)

11月29日(水)

11月30日(木)

プロジェクトマネジメント基礎研修

営業研修～ソリューション提案力向上編

整理力向上研修

事務職のための業務改善研修
～ファイリング編

11月1日(水)

11月2日(木) リーダーコミュニケーション研修

リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

11月7日(火) ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

11月8日(水) 図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編
コーチング研修
～部下の主体性を引き出すスキルを習得する

11月10日(金) （若手向け）営業基礎研修～営業のいろはを
知り、営業活動の流れを学ぶ

11月9日(木)

11月14日(火) 電話応対基礎研修

11月15日(水) 中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者
意識をもって、周囲に働きかける存在になる

11月16日(木) クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

11月17日(金) プロジェクトマネジメント基礎研修

11月21日(火) 企画力研修
～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ

11月22日(水) 段取り研修～管理職としての基本的
マネジメントスキルを理解する

11月24日(金) ファシリテーション研修

部下とのコミュニケーション実践研修
～多様化する部下への関わり方11月28日(火)

11月29日(水)

11月30日(木)

業務フロー作成研修

業務改善研修

11月7日(火) 変革リーダー研修～人数を増やさず
今のメンバーで変革を実現する

11月7日(火) 研修講師養成研修

11月2日(木)

11月6日(月)

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編
図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

11月7日(火) マニュアル作成研修
～改善・合理化を促す業務マニュアルの作り方

11月7日(火) 次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける
リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ11月8日(水)

11月9日(木) 交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

壁を乗り越える研修～考え方を切り替え、
ワンランク上の仕事を目指す

11月14日(火) 段取り研修～管理職としての基本的マネジメン
トスキルを理解する

11月13日(月)

11月15日(水)

11月15日(水)

11月16日(木)

財務基礎研修

分かりやすい説明の仕方研修

女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダー
として必要なスキルを習得・確認する」11月17日(金)

11月20日(月) 電話応対レベルアップ研修

11月6日(月) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者意識
をもって、周囲に働きかける存在になる
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