
「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright@2017 Insource Co., Ltd. All right reserved 
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株式会社インソースは、２０１７年７月２１日に東京証券取引所市場第一部へ上場いたしました。 

 
新入社員向けＯＪＴ研修の御案内 

制度運用支援プロジェクト 
 
 

現場による教育格差・指導格差の是正 
～ＯＪＴ研修及び制度の充実から職場のメンバー全員で現場指導力向上を目指す～ 

 現場指導力の底上げと「指導の見える化」の後押しを行うと共に 
「計画的・段階的」に無駄のない指導スキルを体得していただく 

育 成 
目 標 

２ ０ １ ７ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日 ( 水 ) 
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【メリット】 
①貴社の状況を踏まえ、一貫性をもった教育が可能 
②事前課題により現場の課題を研修に反映する事が可能 
③社員全員が足並みを揃えた教育が可能 
 
【デメリット】 
①研修企画から開催までに2カ月間ほど時間が掛かる 
②一般的に集合研修の場合、研修費用が高い 
  ※当社特別価格にて提示しております 

【メリット】 
①1名からでも参加できる弊社開催
のオープン型研修 
②社員一人ひとりのクラス別にきめ
細かい教育が可能 
③視座・視野の向上/個別のスキル
強化に加え、異業種交流による刺
激を受けられる効果が期待できる＝
業界常識が通じない。 
 
【デメリット】 
①足並みを揃えた教育ができない 
②カスタマイズができない、 
③講師が既に決まっている 

 運営部門のコスト削減と一元管理の実現 スキル・教育のノウハウを蓄積させる 
（社員様の研修受講管理、研修案内通知一斉配信、研修の効果を高めるための事前及び事後のアンケート配信回収（未回
答者への督促）、学習用コンテンツ配信（受講管理）、などを簡便にできるシステム） 

※1)【動画機能搭載システム】 
①PC・タブレットで学習できるため、自己研鑽、
個別の事情にも対応できる 
 
※2)【PBL】動画181コンテンツオプション 
【メリット】 
①知識習得など、習得するのにディスカッション等の
必要性の高くない内容をインプットする過程に活用で
きる教育用コンテンツの提供が可能（Ｅラーニング） 
【デメリット】 
①月額ラーニングコストが高い 
※Eラーニング売切りタイプ有り 

  育成におけるコンセプト＝戦略的に価値ある人財を生み続ける事  研修 
教育 

が支援できる価値 

【貴社導入基準】 
・使いやすさ、見やすさ、わかりやすさ 
 （管理者、受講者ともに）  
・立ち上げ時のサポート、ヘルプセンターの充実 
・アフターフォロー 
・費用（初期費用、メンテナンス費用） 
・事前、事後課題、 
  アンケートの収集と集計のしやすさ 
・タレントマネジメントシステムとの連携 
・ブレンドラーニングとの相性（e-ラーニングなど） 
・外部研修受講者の管理 
・グループ会社も含めた展開のしやすさ 
・外国語対応  

はじめに．人財育成における方向性 
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1 研修内容・講師の確定 
日時・場所・人数・背景・研修プログラムなど 

まずはお気軽にお問合せください。ご希望の時期やプログラムなど
をもとに、ご提案させていただきます。 

5 テキストのご印刷 
データにて研修資料をお送りいたします。ご印刷をお願いいたしま
す。 
またご要望があればテキストの印刷と郵送も承っております。 

2 事前アンケート実施 
受講者の悩み相談シート 

より高い満足を得ていただくため、受講者の皆さまに研修の事前ア
ンケートを実施いたします。 

3 事前アンケート回収・分析 
受講者さまの状況把握をはじめ、講師の準備、ケース作成 などに活
用します。 

4 テキスト作成・データ納品 
事前アンケートを踏まえ、テキストを完成させます。また、内容に
適した講師のスケジュールを確定し、インソース内での打ち合わせ
を開始します。 

6 研修実施 

講師は原則、テキストとホワイトボードを用いて研修を進めてまい
ります。 研修の最後に、受講者の皆さまに、満足度・理解度を図る
アンケートにご協力いただきます。 

研修後、事後アンケート実施 

7 事後アンケート集計と 
講師報告書のご送付 

事後アンケートを回収・集計し、講師報告書とともにまとめます。 
あわせて次の研修のご提案もさせていただきます。 

8 研修後アンケートによる 
研修実施後フォロー 

研修で学んだこと、効果を定着化させるサービスもございます。 
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～実施6週間前まで 

配布：実施1か月前まで 
回収：実施20日前まで 

回収後～テキスト納品まで 

インソース お客さま and ～実施3日前まで インソース お客さま or 

インソース お客さま and 
インソース お客さま and 

インソース 

～実施9日前まで インソース 

～アンケート受領後2週間以内 インソース 

実施1か月後～3か月後（目安） インソース お客さま or 

０．研修実施までの流れ 
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1 Leafシステム導入有無の確定 

ご希望の時期や対象情報などをもとに、システム開始日までに準備
させていただきます。 

無
料 

ユーザー教育・説明会 

ユーザー説明会は３回まで無料にて対応致します。 
併せて、説明会資料案の送付は無料でございます。 

2 契約とアカウント発行 
御申込書フォーム、本番用アカウント発行、等 

本契約に向けて諸手続きを行います。これ以降、無料利用期間が続き
ます。（この間にデータ準備や説明会などを行ってください） 

3 操作練習及び初回設定 

無料期間中にいろんなストーリーで操作可能です。 
初回設定期間及びデモ操作期間 

4 システムＬｅａｆご利用開始 

社内のイントラネットや広報物などで告知後、 
システムLeafの利用が可能になります。 

無
料 

過去受講履歴データ登録 

過去の受講者データや会社情報等登録はご相談くださいませ。 
従業員情報等の御相談からさせてくださいませ。 

無
料 

評価シートＷＥＢ化支援 
ストレスチェック配布・回収支援 

無料にて利用可能です。ご利用の際はお気軽にご相談くださいませ。 

無
料 

【本業】研修後アンケートによる 
研修実施後フォロー 等 

システム及び研修の両軸で学んだこと、効果を定着化させるご相談
もお気軽にお申し付けくださいませ。 

０．研修管理システム【Leaf】導入までの流れ 
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導入約８週間前 

導入約６週間前 

インソース お客さま and ～開催１週間前にご相談ください インソース お客さま or 

インソース お客さま and 
インソース お客さま and 

インソース 

開始：システム利用開始 インソース 随時ご相談可能 インソース お客さま or お客さま and 

お客さま 

～登録４週間前にご相談ください 

お客さま and 初回設定約４週間前 随時ご相談可能 インソース or 

制度運用支援 
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１．研修×システムLeafにて支援できること① 
■ 人事部門 ■ 
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1 研修管理業務の効率化 

2 育成・研修状況の見える化 

3 社内教育の一元管理 

4 タイムリーな情報提供 

■ 上司・上長 ■ ■ 研修受講者 ■ 

～当社にて研修実施際の各部門における６つのメリット～ 

5 テスト・課題の効率的 
収集・配信 

6 動画配信による全社教育※ 
※動画はオプション料金がかかります！ 

1 部下の研修実施状況の見える化 

2 研修未受講者の抽出（自部署） 

3 資格未取得者の抽出（自部署） 

4 部内教育・研修の企画 

5 上記研修への指名・募集連絡 

6 （部下の）育成計画の把握 

1 好きな条件で研修・教育を検索 

2 上記研修を「ワンクリック」で申込 

3 研修申込状況・直近の研修を把握 

4 自身の研修受講履歴の確認 

5 答えるべき課題一覧の把握 

6 育成計画の回答・結果参照 

「指導の見える化」の後押しを行うと共に「計画的・段階的」に研修×システムにてサポート 

制度運用支援 
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１．研修×システムLeafにて支援できること② 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 

    研修×システムにてサポート  「研修教育の見える化」を図る   

～システムＬｅａｆにてできる具体的な機能の御案内ト～ 

■ 人事部門（管理者権限） １１つの機能・特徴 ■ ■ 受講者 ７つの機能・特徴 ■ 

  受講者を詳細な条件で検索できます 

  研修情報が1画面で見やすく確認できます 

  課題・アンケートで簡単に効果測定ができます 

  クリックだけで連絡メールや督促メールが送れます 

  TOP画面からクリック一つで様々なページに飛べます 

  データファイルを配布したり回収することができます 

  研修をグループ化して複数の研修を管理できます 

  目標管理や考課を効果的に行えます 

  研修申込時自動メールやリマインドメール設定できます 

   受講者の資格の管理ができます 

   ストレスチェックを行うことができます 

  1画面で自身の研修、課題の状況が確認できます 

  添付ファイルや動画の確認がクリックだけで行えます 

  パスワードを忘れても自分で再発行手続きが行えます 

  研修を検索するときに便利なタグなどを活用できます 

  クリックだけで受講の連絡や返事が行えます 

  TOP画面から過去の受講履歴の確認ができます 

  Myプロフィール機能で自身の情報が管理できます 7 
8 
9 

10   
11  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

制度運用支援 
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【改善】研修実施までに掛かる人件費と時間を削減 

・受講履歴を、手作業でファイルに入力する。 
・事後の振り返り課題を作成し、課題の配布、回収、
催促、集計を行う（④と同様）。 
そもそも、経営陣が最重要視してい
る「課題」を実施できていない。 

リーフ導入後の業務 工数/研修あたり 現状業務 
・期初に各部署の総務、上長に、所定のファイルに各
研修の参加者を記入してもらい回収する。 
・各部署のファイルから、各研修ごとの参加者を抽出
して、各研修のシートに転記する。今後、変更やキャ
ンセルがあればこのシートと参加者を探して更新する。 

・クリック操作だけで、職
制や部署を選んで、選
定終了 

①
対
象
者 

 
 

 

選
定 

②
研
修
案
内 

・案内文書を作成する。 
・対象者各自のメールアドレスを探して宛先に入れる。 
・各対象者の上司・関係者のメールアドレスを探して
CCに入れる。 

・課題を作成する（そもそもできていない）。 
・対象者各自のメールアドレスを探して 
宛先に入れる。 
・各対象者の上司・関係者のメールアドレスを探して
CCに入れる。 
・課題をメールで送付する。 
・課題を提出していない社員に催促する。 
・メールで回答済みファイルをもらって、保存する。 

③
出
欠
確
認 

④
課
題
配
布
、 

 
 

 
 

 

回
収 

・キャンセル・変更を電話、メールで受け付ける。 
・各受講者の出欠状況を、都度名簿ファイル上で更
新する。 
・現在はキャンセルと変更のみの連絡を受け付ける
ようにしており「出席確認」の連絡がないため、受講
者側の確認漏れが発生するリスクがある。 

・各受講者から提出された課題ファイルを、一つの
ファイルに加工して集計する。 
・リマインドメールを作成する。 
・リマインドメールを送るために対象者各自のメール
アドレスを探して宛先に入れる。 
・各対象者の上司・関係者のメールアドレスを探して
CCに入れる。 

・リスト作成工数 
24人 ｘ 5分＝ 120分 

・文面作成 
1通 ｘ 20分＝ 20分 

・出欠確認 
24人 ｘ 3分＝ 72分 

・課題作成 
1件 ｘ 120分＝ 120分 

・キャンセル・変更対応 
24人 ｘ 3分＝ 72分 

・提出催促 
24人 ｘ 3分＝ 72分 

・課題ファイル加工集計 
24人 ｘ 5分＝ 120分 

・宛先作成（上司含む）＋メール送付 
24人 ｘ 4分＝ 96分 

・宛先作成（上司含む）＋メール送付 
24人 ｘ 4分＝ 96分 

・宛先作成（上司含む）＋メール送付 
24人 ｘ 4分＝ 96分 

・宛先作成（上司含む）＋メール送付 
24人 ｘ 4分＝ 96分 

・提出催促 
24人 ｘ 3分＝ 72分 

※ある食品メーカー様の例 

リーフ導入後の工数 

５分 
・クリック操作だけで、テ
ンプレートを使って送付
完了（上司含む）。 

約1,500分 

・クリック操作だけで、受
付と自動メール送信。 

・過去課題をコピーして
依頼メールも催促メー
ルもクリックだけ。 

・クリックだけで課題結
果を出力。リマインド
メールもクリックのみ（上
司含む）。 

・過去課題をコピーして
依頼メールも催促メー
ルもクリックだけ。 

２分 

５分 

１０分 

５分 

１０分 

約40分 

課題運用をできるよう
になりました。 

参考資料：■Leaf導入後の業務改善イメージ 

⑥
実
施
後
課
題 

⑤
直
前
準
備 

・課題作成 
3件 ｘ 120分＝ 360分 

7 

■ 人事部門 ■ 制度運用支援 
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方針①ＯＪＴ研修の実施 

方針②現場の見える化システムLeaf 

方針③記録×定着で習慣の底上げ→システムLeaf 

・貴社の状況を踏まえ、一貫性をもった教育が可能 
・事前アンケートを基に現場でのリアルな悩みを研修テキストに反映 
・OJT担当者が足並みを揃えた教育が可能→指導の自己流を無くす 

２．御提案の概要① 

・現場にてスキル実践の有無が明確化 
・スキルの定着度を測る 
・研修のしっぱなしを無くす＝研修×現場にてOJTスキルの継続が可能 
 

・運営部門のコスト削減と一元管理の実現 （属人化にしない） 
・スキル・教育のノウハウを蓄積させる 
・研修及び全ての教育の見直し、振返りが可能（短時間） 

  育成におけるコンセプト＝OJT担当者一人ひとりが戦略的に価値ある人財を育て続ける事  研修 
教育 

 現場指導力の底上げと「指導の見える化」の後押しを行うと共に 
「計画的・段階的」に無駄のない指導スキルを体得していただく 

育 成 
目 標 

スキルの継続 
ポイント 

スキルの習得 
ポイント 

効率な運用 
ポイント 

8 
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演習で 
理解する 

9 

育成計画シートの
WEB化 

研修効果と 
スキル定着の把握 

現場でのスキル持続
と人事での行動把握 

研修 現場での活用を促すためのOJT研修 

スキルを 
認識する 

現場実践 
してみる 

時々 
できる 

常に 
できる 

最初の研修で習得を 
促す部分 

育成計画を立てたうえで現場
教育の見える化を図る事で 
現場での育成をサポートする 

管  理 
システム 現場での定着を促すための管理システム 

２．御提案の概要② 研修効果を高める仕組み 
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年間１８，０００名以上の方にインソースのＯＪＴ研修選ばれております！！ 

 
   

１年間総受講者数 

 
   

受講者の声 

研修評価 

   ◎アンケート「研修満足度を５段階で評価してください」→９７％満足 
     →「大変満足」８２．１％、「満足」１５．０％  
満足度 

３．ＯＪＴ研修実績の御案内 【実績・満足度№１】 
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３．【４月開催予定】ＯＪＴ研修 
時間 内容 手法 
1日間 １．新人・若手の立場になって考える  

（１）新人・若手の頃に不安だったことは    
【ワーク】自分が「不安」を感じた時のことを振り返る 
（２）不安のもとは不慣れな「仕事」と「人間関係」 
 
２．ＯＪＴとは何か  
（１）ＯＪＴとはＯｎ ｔｈｅ Ｊｏｂ Ｔｒａｉｎｉｎｇ   （２）「実務能力」を習得させる 
（３）「考え方の軸」を確立させる  （４）ＯＪＴは「準備」、「継続」、「計算」 
（５）Ｏｆｆ‐ＪＴも大切   （６）ＯＪＴトレーナーの役割 
 【ワーク】ＯＪＴトレーナーとして、組織から求められている役割を考え、共有する 
（７）ＯＪＴトレーナーに求められるもの 
  
３．ＯＪＴの進め方～効果的な育成手法 
（１）指示の仕方 
 【コラム】最近の若年層の傾向 
（２）指示した内容を確認する（口に出して確認させる、答えを与えすぎない 等） 
（３）報告させる、相談を受ける 
 【ワーク】自分が上司・先輩に報告する際に、気後れしてしまったことを振り返る 
（４）効果的なほめ方（ほめるポイントの使い分け 等） 
 【ワーク】部下の一人を想定し、ほめるところをできる限り書き出す 
（５）「叱る」ということの理解 
 【ワーク】注意しなければならないのに言いづらいこと、その伝え方を共有 
（６）不平不満の受け止め方 ～まずはきちんと聞く 
 
 
４．ケーススタディ ＜２～３題を選択して実施＞ 
※ＯＪＴ担当者が悩みとして感じるよくある場面について、対応方法を検討 
※ケースは受講者に合わせて設定し、事前にご相談のうえ決定 
【ケース１】わがままな部下・後輩の場合 
【ケース２】部下・後輩が職場を辞めたいと言ってきた場合 
【ケース３】マネジメントする部下・後輩の人数が多い場合 
【ケース４】何度注意しても社会人らしい格好ができない場合  
【ケース５】指示・指導を理解しない場合 
【ケース６】整理整頓ができない場合 
【ケース７】部下・後輩が自分で考えない場合 
【ケース８】部下・後輩に仕事を引き継ぐ場合 

講義 
個人ワーク 
グループワーク 
ロールプレイング 

 
 
 
 
 
 

６割【ワーク】 
４割【講義】 

※概ねグループワーク
にて構成致します 

役割認識
と環境変
化を知る 

具体的な
指導スキ
ルを知る 

なぜ今の
時代に部
下指導が
必要なの
かを知る 

【実践】 
現場でよ
くある事
例 

講師 
派遣 

11 
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時間 内容 手法 
１５分 

～ 
３０分 

１．コーチングとは 
（１）育成における自分の役割を考える 
（２）コーチングの基本的な考え方 （３）コーチングの前提 
（４）コーチングの効果  
（５）｢ティーチング｣と｢コーチング｣の違い 
 
２．コーチングにおける心構え 
（１）人に対する「プラス思考」 
（２）部下・後輩の長所を見つける 
（３）部下・後輩の目標を知る・分析する 
 
３．コーチングスキルの習得 
（１）「傾聴のスキル」とは（「聞く」と「聴く」の違い） 
（２）「質問のスキル」とは  
（３）「承認のスキル」とは①～ほめる 
（４）「承認のスキル」とは②～叱る 
 
４．目標設定の支援～ＧＲＯＷモデル 
※目標達成のフレームワーク～ＧＲＯＷモデル 
（１）ＧＯＡＬ（目標の明確化  
（２）ＲＥＡＬＩＴＹ（現状把握） 
（３）ＲＥＳＯＵＲＣＥ（資源の発見） 
（４）ＯＰＴＩＯＮＳ（選択肢の創造） 
（５）ＷＩＬＬ（意志の確認、計画の策定） 
 
５．まとめ 
※後輩指導業務において今後意識するポイントをまとめる 

講義 
及び 

事例中心 

３．【８月頃学習予定】コーチング手法を自己学習 
【コーチングスキル強化】Ｅラーニングカリキュラム 

自己 
学習 

12 
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３．【８月頃学習予定】①コーチング手法を自己学習 

【コーチングスキル強化】Ｅラーニングカリキュラム 

13 

自己 
学習 
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３．【８月頃学習予定】②コーチング手法を自己学習 

【コーチングスキル強化】Ｅラーニングカリキュラム 

14 

自己 
学習 
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３．映像教材販売の御案内（ラーニングコスト０円） 

15 

【全１８１コンテンツ 
全て同額にてお買い求め可能】 
 

３つの『なし』をお約束します 
 
 
 

 １つ目：使用期限なし 
 ２つ目：人数制限なし 
 ３つ目：追加料金なし 

自己 
学習 

ポイント 
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３．【11月開催予定】①ＯＪＴフォローアップ研修 
時間 内容 手法 
1日間 １．ＯＪＴを振り返る 

（１）育成計画の進捗確認 
 【ワーク】 「育成計画目標シート」を元に、ＯＪＴ進捗状況につき意見交換する 
（２）うまくいった点の共有 
 【ワーク】 ＯＪＴのうまくいった点を他グループにインタビューする 
（３）うまくいかなかった点の共有 
 【ワーク】 ＯＪＴのうまくいかなかった点と、その原因を話し合う 
 
 
２．自分のタイプを知る 
 【ワーク】「自己診断シート」にて自分のタイプを認識する 
（１）①～⑤にチェックが多い場合 
  自分と部下・後輩を単純比較していないか再確認  
  【ワーク】 部下の戦力化に向けて、部下の良い点と改善点を書き出す 
（２）⑥～⑩にチェックが多い場合 
  部下・後輩を頭ごなしに怒っていないか再確認  
  【ワーク】 「叱る」ための情報を整理し、実践する 
（３）⑪～⑮にチェックが多い場合 
  部下・後輩を放置していないか再確認  
  【ワーク】 部下のフォローの仕方を考える 
（４）⑯～⑳にチェックが多い場合 
  部下・後輩を甘やかしていないか再確認  
  【ワーク】 部下の「甘やかし」の基準をグループで話し合う  
 
 
３．あらためて自分の現状を振り返り、目標を立てる 
（１）研修を通じてわかったこと 
 【ワーク】 自分の強みと今後克服すべき課題を書き出す 
（２）目標設定とアクションプランの策定 
 【ワーク】 ３カ月後の目標とアクションプランを策定し、コミットメントする 

講義 
個人ワーク 
グループワーク 
ロールプレイング 

 
 
 
 
 
 

６割【ワーク】 
４割【講義】 

※概ねグループワーク
にて構成致します 

講師 
派遣 
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マインド
醸成 

～振返り 

悩み解決 
 

それでも
上手くい
かない理
由を潰す 

【実践】 
及び 

【目標】 
 

まとめ 
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３．【11月開催予定】②ＯＪＴフォローアップ研修 
時間 内容 手法 
1日間 １．ＯＪＴを振り返る ＜ＯＪＴを振り返り、自身の指導における課題点を探る＞ 

（１）育成計画の進捗確認 【ワーク】「育成計画目標シート」を元に、ＯＪＴ進捗状況について発表し合う 
（２）部下・後輩指導における課題点を探る 
 【ワーク】部下指導において上手くいっている点と課題点を挙げ、その解決策を考える 
 
２．部下に関心を持つ ＜部下の変化に関心を持つことの重要性を理解する＞ 
（１）部下・後輩に対する認識をチェックする 
 【ワーク】自分の部下・後輩が以前と比べて「変化した点」や「成長した点」を書き出す 
 【参考】部下の小さな変化に気づく 
（２）部下・後輩の言動を「ポジティブ」に受け止める 
 【ワーク】部下・後輩のネガティブな言動をポジティブに捉えなおす 
 
３．部下とのコミュニケーションを深める ＜良好な関係を築く具体的方法を学ぶ＞ 
（１）話しかけやすい雰囲気づくり 
（２）部下・後輩の話をきく 【ワーク】普段の部下・後輩の話の聞き方を振り返る 
（３）ほめることの有用性 （４）アドバイスの仕方 【参考】部下が年長者の場合の対応 
 【参考】指導の仕方（「叱る」と「怒る」の違い、事実のフィードバック 等） 
 
４．【復習】部下の力を引き出す ＜実践的なコーチングスキルを習得する＞ 
（１）｢ティーチング｣と｢コーチング｣の違い（目的の違い、指導内容と指導方法の違い） 
（２）コーチングの基本的な考え方 （３）コーチングの前提 
（４）コーチングの効果（スキル・能力の向上、モチベーションの向上、自立性の向上） 
 
５．ケーススタディ ＜実際によくありがちな状況ごとに効果的な対応を考える＞ 
※下記場面毎の指導法を考え、グループで討議する 
 【ケース１】仕事の量が増えたため、他の雑務を拒否するＡさん 
 【ケース２】計画性がなく、締め切りを守れないＢさん 
 【ケース３】電話応対で、すぐに上司に丸投げするＣさん 
 【ケース４】仕事の依頼や助言を聞かず、頑なに自分のやり方を貫こうとするＤさん 
 【ケース５】簡単な仕事を依頼しても 「その仕事はまだ教わっていません」というＥさん 
 【ケース６】自分から業務をもらいに行かず、「することがない」という消極的なＦさん 
 
６．明日からの行動目標 ＜行動目標と具体的な実施計画を考える＞ 
 【ワーク】明日からの行動目標と計画を立て、具体的な行動を考える  

講義 
個人ワーク 
グループワーク 
ロールプレイング 

 
 
 
 
 
 

６割【ワーク】 
４割【講義】 

※概ねグループワーク
にて構成致します 

 

講師 
派遣 
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マインド
醸成 

～振返り 

悩み解決 
 

コミュニ
ケーショ
ンスキル
強化編 

【実践】 
及び 

【目標】 
 

まとめ 
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研修ご担当者様には、受講者様のメールアドレスの一覧をご用意いただくだ
けで、アンケート実施に関わるご負担は一切おかけすることはありません。 

ご担
当者 

パソコンが使える環境にあれば、業務の空き時間に５分ほどで簡単に 
回答できますので、受講者のご負担はほとんどありません。  

受講
者 

【アンケート画面サンプル】 

４．研修管理システムLeaf～研修事後理解度テスト 

18 

制度運用支援 



「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright@2017 Insource Co., Ltd. All right reserved 

回答画面 結果参照画面（自動採点中） 

■自由な回答形式 
・選択問題や自由記述式、あるいは
ファイル格納などの回答形式を自由
に組み合わせて設問を作ることがで
きます。 

■自動採点・解説による教育 
・回答結果をいつでも確認できるだ
けではなく、自動採点が設定されて
いる課題の場合は、その採点結果や、
解説などを表示することが可能です。 

自動採点機能で満点を取るまで、やり続けていただきます。 
また、実施状況も確認できます。 

４．研修管理システムLeaf～研修事後理解度テスト 

19 

制度運用支援 
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回答期間の編集や、設定方法、あ
るいは評価入力期間を必要に応じ
て変更できます。 

新規のシートを作る際は、コピーす
ることで簡単作成できます。 

ファイルを格納して、対象者に開示
することができます。 
（説明書の格納など） 

 
全体結果の一括出力が可能です。 

回答入力の進捗状況を確認したり、
各人の結果を参照、 
あるいは未入力者への催促メール
の送付なども可能です。 

４．研修管理システムLeaf～ 
  育成計画管理機能（１）管理者の運用イメージ 

20 

制度運用支援 
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４．研修管理システムLeaf～ 
  育成計画管理機能（２）受講者の利用イメージ① 

【スキルシート一覧】 現在、入力すべきスキル
シートの一覧を確認でき
ます。 
 
既に入力しているものは 
提出結果を閲覧すること
ができますし、管理者に
許可された期間内であれ
ば回答修正することも可
能です。 
（毎年決まった時期に入
力内容を見直して修正す
ることが可能です） 

任意の日付を入力して表
示できるので過去の結果
も参照できます。 

21 

制度運用支援 
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４．研修管理システムLeaf～ 
  育成計画管理機能（２）受講者の利用イメージ② 

【入力・変更画面】 
育成計画シートの基本的な項目
を確認したり、上司を自分で設定
することも可能です。 
また、管理者からの格納ファイル
の確認もできます。 

シート概要部分 

スキル評価回答部分 

回答しか結果をエクセル表の形
で出力することができます。 

画面上の各設問に回答すること
ができます。 
設問の回答形式は、10段階評価
や100点満点、Yes/Noなど、様々
な設定が可能です。 

一時保存することも可能です。 

22 

制度運用支援 
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４．研修管理システムLeaf～ 
  人材スキル管理機能（１）人事部運用イメージ 
■管理者は各ユーザーのプロフィールとして、人事基本情報、研修受講履歴、スキル管理シートの結果や資格履歴や異動歴などの情報を管理できます。 

（個人プロフィール画面 ） 

■人事基本情報の閲覧 

■利用者の情報を更新可能 

■研修管理情報の一覧 
・過去の受講履歴、あるいは今後の研修予
定を確認できます。 
・各研修の画面にリンクしているので、研修
の内容や課題の回答結果も確認可能。 

■人事評価管理情報の一覧 
・スキル管理シート一覧とその概要、あるい
は入力結果を確認できる。 
・評価シート画面からは、他のユーザーの
回答なども確認できる。 

■その他の属性情報 
・部署や肩書きが変わると、その履歴情報
も確認できる。 
・所得資格とその所得日、有効日の登録や
更新ができる。 
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【ご参考】 
２年先を見据えて、その他サービスのご案内 

◎公開講座のご紹介 

24 
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公開講座の特徴 

１０００種類以上の 
  ラインナップ！ 
ＩＴ研修、半日研修、夜間研修も 
多数実施！ 

役割認識 コミュニケーションスキル コンセプチュアルスキル その他スキル 

管理職 

中級・上級管理職 
初級管理職（段取り） 
変革リーダー 
目標管理・評価者研修 
労務管理 

コーチング研修 
部下のモチベーション向上 
メンタルヘルス（ラインケア） 
ハラスメント防止 
交渉力 

マーケティング 
ロジカルシンキング（実践編） 
業務改善 
問題解決 
企画力 

ハードクレーム 
組織のタイムマネジメント 
ナレッジマネジメント 
業務フロー作成 
コンプライアンス 

中堅 
中堅社員 
リーダーシップ 
現場管理職 
30代向け・40代向けキャリア 

ＯＪＴ指導者 
メンター 
アサーティブコミュニケーション 
プレゼンテーション 

マーケティング 
ロジカルシンキング 
クリティカルシンキング 
仮設構築力 
問題解決力 

クレーム対応 
論理的でわかりやすい文書 
整理力向上 
ファシリテーション 
マニュアル作成 

若手・新人 

ビジネス基礎（2日間） 
新人フォロー 
2年目フォローアップ 
主体性発揮 
壁を乗り越える 

チームワークとコミュニケーション 
デキル「報・連・相談」 
分かりやすい説明の仕方 
コミュニケーション 

新人・若手向けロジカルシンキング 
クリティカルシンキング 
仮設構築力 
財務基礎 
ひと目でわかる図解化 

ＣＳクレーム 
タイムマネジメント 
ビジネス文書 
要約力強化 
ファイリング 

人事担当者向け 

ダイバーシティ 

コールセンター向け 

営業担当者向け 

研修担当者レベルアップ、女性活躍推進を考える、メンター制度導入による社員育成を考える 

女性リーダ、（男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修、（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、ＬＧＢＴ 

オペレータースキル向上、モニタリングスキル、スーパーバイザー、モニタリングフィードバック、スーパーバイザー、コールセンターマネジメント 

営業基礎、ソリューション提案力向上、リレーション構築向上、セールスプレゼンテーション、営業管理職研修 

公開講座ラインナップの種類が豊富 
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【御参考資料】インソース公開講座開催研修プログラムのまとめ 
新人 若手 中堅 管理職

1 内定者研修～会社の常識 半日間 0.5 ○

2 （新人向け）ビジネス基礎研修～学生から社会人への意識と行動改革編 ２日間 2 ○

3 新人フォロー研修 １日間 1 ○

4 （若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する １日間 1 ○

5 ２年目フォローアップ研修 １日間 1 ○

6 若手社員研修～主体性の発揮　（東京のみ　１０：００～１７：３０） １日間 1 ○

7 壁を乗り越える研修 １日間 1 ○

8 仕事の意欲向上研修 １日間 1 ○ ○

9 中堅社員研修（2日間） ２日間 2 ○

10 中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） １日間 1 ○

11 リーダーシップ研修（初級）～計画・標準・確認型リーダーシップ １日間 1 ○ ○

12 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 １日間 1 ○ ○

13 リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編 2日間 2 ○

14 現場マネージャー研修 １日間 1 ○

15 ３０代向けキャリアデザイン研修 １日間 1 ○ ○

16 ４０代向けキャリアデザイン研修 １日間 1 ○ ○

17 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 2 ○

18 段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する １日間 1 ○

19 変革リーダー研修～リーダーシップ強化編 １日間 1 ○

20 管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） １日間 1 ○

21 中級（課長級）管理職研修～PDCA・突破力編　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） １日間 1 ○

22 中級（課長級）管理職研修～課長としてのあり方・現場力編　（東京のみ　１０：００～１７：３０） １日間 1 ○

23 判断力強化研修 １日間 1 ○ ○

24 上級管理職研修　（全国　9：00～18：00） １日間 1.5 ○

25 ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編 １日間 1 ○ ○ ○

26 メンター研修 １日間 1 ○ ○ ○

27 部下モチベーション向上研修 １日間 1 ○ ○

28 評価者研修 １日間 1 ○

29 評価者研修（２日間） ２日間 2 ○

30 目標管理研修 １日間 1 ○

31 労務管理研修 １日間 1 ○

32 ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する １日間 1 ○

33 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 １日間 1 ○ ○

34 （新人・若手向け）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 半日間 0.5 ○ ○

35 メンタルヘルス研修（セルフケア） １日間 1 ○ ○

36 情報マネジメント研修～マイナンバー等個人情報の取扱いと管理 １日間 1 ○ ○

37 ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する 半日間 0.5 ○ ○

38 メンタルヘルス研修（ラインケア） １日間 1 ○ ○

39 ハラスメント防止研修～管理職として組織への損害を考え、対策を立てる １日間 1 ○

40 コンプライアンス研修～組織における不祥事防止 半日間 0.5 ○ ○

41 リスクマネジメント研修～危機管理意識を向上し、未然に防ぐ方法を学ぶ １日間 1 ○

42 （新人向け）仕事の進め方研修（チームワークとコミュニケーション） １日間 1 ○ ○

43 （新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」 １日間 1 ○ ○

44 コミュニケーション研修 １日間 1 ○ ○

45 コミュニケーション研修～人間関係促進編 １日間 1 ○ ○

46 アサーティブコミュニケーション研修 １日間 1 ○ ○ ○

47 リーダーコミュニケーション研修 １日間 1 ○ ○

48 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 １日間 1 ○ ○

パック
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49 タイムマネジメント研修 １日間 1 ○ ○

50 事務職のための業務改善研修～ファイリング編 １日間 1 ○ ○

51 整理力向上研修 １日間 1 ○ ○

52 マニュアル作成研修 １日間 1 ○ ○

53 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 １日間 1 ○ ○

54 ファシリテーション研修 １日間 1 ○ ○

55 業務改善研修 １日間 1 ○ ○

56 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 １日間 1 ○ ○

57 業務フロー作成研修 １日間 1 ○

58 Microsoft Office研修～Excel2010 半日間 0.5 ○ ○

59 Microsoft Office研修～PowerPoint2010 半日間 0.5 ○ ○

60 新人・若手のためのロジカルシンキング研修 １日間 1 ○ ○

61 財務基礎研修 １日間 1 ○ ○ ○

62 ロジカルシンキング研修 １日間 1 ○ ○

63 クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を養い、課題発見能力を高める １日間 1 ○ ○ ○

64 仮説構築力向上研修 １日間 1 ○ ○ ○

65 問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する １日間 1 ○ ○

66 ロジカルシンキング研修～論理的思考を業務に生かす編 １日間 1 ○ ○

67 情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編 １日間 1 ○ ○

68 企画力研修 １日間 1 ○ ○

69 ひと目でわかる図解化研修 １日間 1 ○ ○

70 マーケティング研修 １日間 1 ○ ○ ○

71 ビジネスEメールの書き方研修 １日間 1 ○ ○

72 ビジネス文書研修 １日間 1 ○ ○ ○

73 報告書・議事録の書き方研修 １日間 1 ○ ○

74 Eメールの書き方研修～顧客満足度を高める編 １日間 1 ○ ○

75 分かりやすい説明の仕方研修 １日間 1 ○ ○ ○

76 クレームEメール対応研修 １日間 1 ○ ○

77 説得力向上研修～ディベートによる能力開発 １日間 1 ○ ○

78 論理的で分かりやすい文書の書き方研修 １日間 1 ○ ○ ○

79 提案書の作り方研修 １日間 1 ○ ○

80 交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達させる １日間 1 ○ ○

81 プレゼンテーション研修 １日間 1 ○ ○ ○ ○

82 パワーポイントプレゼンテーション研修 １日間 1 ○ ○ ○ ○

83 ビジネスマナー研修 １日間 1 ○ ○

84 ＣＳクレーム対応研修 １日間 1 ○ ○

85 CS向上研修～ホスピタリティの意識を養う １日間 1 ○ ○ ○

86 接客サービス・接客マナー向上研修 １日間 1 ○ ○ ○

87 秘書研修～秘書としての仕事の仕方 １日間 1 ○ ○

88 クレーム対応研修～ホスピタリティ精神を持ち、苦情対応に臨む １日間 1 ○ ○

89 ベテランのためのビジネスマナー研修 １日間 1 ○

90 電話応対レベルアップ研修 1日間 1 ○ ○

91 接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を向上する １日間 1 ○

92 CSリーダー研修 １日間 1 ○

93 ハードクレーム対応研修～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する １日間 1 ○ ○

94 店長向けパワーアップ研修 １日間 1 ○
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新人 若手 中堅 管理職
パック
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ジャンル No 研修名（正式名称） 時間
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Asample1

																		インソース　推奨研修プログラム一覧 スイショウ ケンシュウ イチラン



				ステージレベル																役割認識・マインドセット関係 ヤクワリ ニンシキ カンケイ

				ステージⅡ（主任）
ＡＥ　Ⅴ（主任） シュニン																中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.html

																				【フォローアップ】OJT指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.html

																				【フォローアップ】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

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.html

				ステージⅢ（係長）
ＡＥ　Ⅵ（係長） カカリチョウ																現場マネージャー研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.html

																				リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）

																				http://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.html

				ステージⅣ
（Ｍ・主管・ＴＬ）
ＡＥ　Ⅶ（主管） シュカン																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）

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.html

																				段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html

				ステージⅤ																管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.html



				ステージレベル																能力開発・ビジネススキル関係 ノウリョク カイハツ カンケイ

				ステージⅡ（主任）
ＡＥ　Ⅴ（主任）
ＡＥ　Ⅵ（係長） シュニン																ロジカルシンキング研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota9.html

																				【フォローアップ】問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_solution.html

																				【フォローアップ】アサーティブコミュニケーション研修 ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_assertive.html

																				プレゼンテーション研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota5.html

				ステージⅢ（係長）
ステージⅣ（Ｍ）
ステージⅣ（主管） カカリチョウ																企画力研修 キカクリョクケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku6.html

																				ひと目でわかる図解化研修 メ ズカイ カ ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_zukaisikou.html

																				【フォローアップ】リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadercom.html

																				【フォローアップ】業務改善研修 ギョウム カイゼン ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumukaizen.html

				ステージⅣ（ＴＬ）
ステージⅤ
ＡＥ　Ⅶ（主管）
																【フォローアップ】コーチング研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_jishucoaching.html

																				マーケティング研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_marketing.html

																				交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku4.html

																				ファシリテーション研修 ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku9.html

																				【フォローアップ】目標管理研修 モクヒョウ カンリ ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.html



																				※研修タイトル下のＵＲＬをクリックすると、該当研修ページへ移動します。 ケンシュウ シタ ガイトウ ケンシュウ イドウ



																						研修内容や受講の仕方などのご質問、ご相談については ケンシュウ ナイヨウ ジュコウ シカタ シツモン ソウダン

																						公開講座担当：高橋（０３－５２５９ー００７１）までお問い合わせ下さい。 コウカイ コウザ タントウ タカハシ ト ア クダ
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		階層別　役割認識基本スキル カイソウ ベツ ヤクワリ ニンシキ キホン

		No.		対象 タイショウ		公開講座 コウカイ コウザ		パック		東京 トウキョウ		大阪 オオサカ		名古屋 ナゴヤ

		1		配属後６カ月（目安） ハイゾク ゴ ゲツ メヤス		新人フォロー研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin5.html シンジン ケンシュウ		1		○		△		△

		2		入社２年目 ニュウシャ ネンメ		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.html		1		○		○		△

		3		新人～入社２年目 シンジン ニュウシャ ネンメ		★（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「報・連・相」
http://www.insource.co.jp/bup/newcomer_comu.html		1		○		○		×

		4		入社３～５年目 ニュウシャ ネンメ		若手社員研修～主体性の発揮
http://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.html		1		○		○		○

		No.		対象 タイショウ		公開講座 コウカイ コウザ		パック		東京 トウキョウ		大阪 オオサカ		名古屋 ナゴヤ

		5		主任クラス シュニン		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
http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.html		1		○		○		○

		6		係長クラス カカリチョウ		中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！
http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.html		1		○		○		○

		7		課長代理クラス カチョウ ダイリ		現場マネージャー研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.html		1		○		○		○

		8		係長～課長代理 カカリチョウ カチョウ ダイリ		★リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）
http://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.html		2		○		○		×

		No.		対象 タイショウ		公開講座 コウカイ コウザ		パック		東京 トウキョウ		大阪 オオサカ		名古屋 ナゴヤ

		9		新任課長クラス シンニン カチョウ		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）
http://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.html		2		○		○		○

		10				★段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html		1		○		○		○

		11		既存課長クラス キゾン カチョウ		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.html		1		○		○		△

		12				★段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html		1		○		○		○

		13		★新任・既存課長クラス シンニン キゾン カチョウ		評価者研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan.html		1		○		○		△

		14				目標管理研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.html		1		○		○		△

		15				（半日研修）ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_sekuhara.html		0.5		○		○		△

		16				メンタルヘルス研修～ラインケア
http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku3.html		1		○		○		△

		17		新任部長クラス シンニン ブチョウ		上級管理職研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_struct.html		1.5		○		△		×

										（2015年9月30日まで） ネン ガツ ニチ

										○・・・		３回以上開催予定 カイ イジョウ カイサイ ヨテイ

										△・・・		１～２回 カイ

										×・・・		０回 カイ
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Bsample1

		ジャンル		No		研修名（正式名称） ケンシュウ メイ セイシキ メイショウ		時間 ジカン		パック		対象階層 タイショウ カイソウ

												新人 シンジン		若手 ワカテ		中堅 チュウケン		管理職 カンリ ショク

		階層別の役割認識・基本スキル カイソウ ベツ ヤクワリ ニンシキ キホン		1		内定者研修～会社の常識 ナイテイシャ		半日間 ハンニチカン		0.5		○

				2		（新人向け）ビジネス基礎研修～学生から社会人への意識と行動改革編 キソ ケンシュウ ガクセイ シャカイ ジン イシキ コウドウ カイカク ヘン		２日間 ニチカン		2		○

				3		新人フォロー研修 シンジン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○

				4		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する ワカテ ム シゴト スス カタ ケンシュウ キョウカ		１日間 ニチカン		1				○

				5		２年目フォローアップ研修 ネンメ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○

				6		若手社員研修～主体性の発揮　（東京のみ　１０：００～１７：３０） ワカテ シャイン ケンシュウ シュタイセイ ハッキ トウキョウ		１日間 ニチカン		1				○

				7		壁を乗り越える研修 カベ ノ コ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○

				8		仕事の意欲向上研修 シゴト イヨク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				9		中堅社員研修（2日間） チュウケン シャイン ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2						○

				10		中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウケン シャイン ケンシュウ カンリ ショク ホサ ブ セイカ ダ		１日間 ニチカン		1						○

				11		リーダーシップ研修（初級）～計画・標準・確認型リーダーシップ		１日間 ニチカン		1				○		○

				12		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 ケンシュウ イシキ カイカク ブカ コウハイ ケンイン		１日間 ニチカン		1						○		○

				13		リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編 イクセイ ケンシュウ シュウイ マ コ エイキョウリョク キョウカ ヘン		2日間 ニチカン		2						○

				14		現場マネージャー研修 ゲンバ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				15		３０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				16		４０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				17		新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを始める編　 シンニン カンリ ショク ケンシュウ ジシン モ ハジ ヘン		２日間 ニチ カン		2								○

				18		段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する ダンド ケンシュウ ココロガマ ジョウセイ カンリ ショク シュウトク		１日間 ニチカン		1								○

				19		変革リーダー研修～リーダーシップ強化編 ヘンカク ケンシュウ キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1								○

				20		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） カンリ ショク ム ケンシュウ カダイ セイリ		１日間 ニチカン		1								○

				21		中級（課長級）管理職研修～PDCA・突破力編　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ トッパ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1								○

				22		中級（課長級）管理職研修～課長としてのあり方・現場力編　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ カチョウ カタ ゲンバ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1								○

				23		判断力強化研修 ハンダンリョク キョウカ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				24		上級管理職研修　（全国　9：00～18：00） ジョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ ゼンコク		１日間 ニチカン		1.5								○

		人材マネジメントスキル ジンザイ		25		ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編 シドウ シャ ケンシュウ シンジン コウハイ シドウ キホン シュウトク ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				26		メンター研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				27		部下モチベーション向上研修 ブカ コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				28		評価者研修 ヒョウカ シャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				29		評価者研修（２日間） ヒョウカ シャ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2								○

				30		目標管理研修 モクヒョウ カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				31		労務管理研修 ロウム カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				32		ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する ケンシュウ アンモク シ デンショウ		１日間 ニチカン		1								○

				33		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 ケンシュウ ブカ シュタイセイ ヒ ダ シュウトク		１日間 ニチカン		1						○		○

		リスクマネジメントスキル		34		（新人・若手向け）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		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

				35		メンタルヘルス研修（セルフケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				36		情報マネジメント研修～マイナンバー等個人情報の取扱いと管理		１日間 ニチカン		1						○		○

				37		ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する ボウシ ケンシュウ タダ リカイ		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○

				38		メンタルヘルス研修（ラインケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				39		ハラスメント防止研修～管理職として組織への損害を考え、対策を立てる ボウシ ケンシュウ カンリ ショク ソシキ ソンガイ カンガ タイサク タ		１日間 ニチカン		1								○

				40		コンプライアンス研修～組織における不祥事防止 ケンシュウ ソシキ フショウジ ボウシ		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○

				41		リスクマネジメント研修～危機管理意識を向上し、未然に防ぐ方法を学ぶ ケンシュウ キキ カンリ イシキ コウジョウ ミゼン フセ ホウホウ マナ		１日間 ニチカン		1								○

		コミュニケーションスキル		42		（新人向け）仕事の進め方研修（チームワークとコミュニケーション）		１日間 ニチカン		1		○		○

				43		（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」		１日間 ニチカン		1		○		○

				44		コミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				45		コミュニケーション研修～人間関係促進編 ケンシュウ ニンゲン カンケイ ソクシン ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				46		アサーティブコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				47		リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				48		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		１日間 ニチカン		1						○		○

		効率を高めるスキル コウリツ タカ		49		タイムマネジメント研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				50		事務職のための業務改善研修～ファイリング編 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				51		整理力向上研修 セイリ リョク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				52		マニュアル作成研修 サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				53		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 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ボウシ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○

				54		ファシリテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				55		業務改善研修 ギョウム カイゼン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				56		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 ソシキ ケンシュウ カンリ ショク タチバ ソシキ コウリツカ メザ		１日間 ニチカン		1						○		○

				57		業務フロー作成研修 ギョウム サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				58		Microsoft Office研修～Excel2010		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

				59		Microsoft Office研修～PowerPoint2010		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

		考えるスキル カンガ		60		新人・若手のためのロジカルシンキング研修 シンジン ワカテ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				61		財務基礎研修 ザイム キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				62		ロジカルシンキング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				63		クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を養い、課題発見能力を高める ケンシュウ ホンシツ ミヌ チカラ ヤシナ カダイ ハッケン ノウリョク タカ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				64		仮説構築力向上研修		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				65		問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する モンダイ カイケツ ケンシュウ ジョウ モンダイ カイケツ		１日間 ニチカン		1						○		○

				66		ロジカルシンキング研修～論理的思考を業務に生かす編 ケンシュウ ロンリテキ シコウ ギョウム イ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				67		情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編 ジョウホウ カツヨウ チカラ ヨウセイ ケンシュウカラ ジョウホウ シュウシュウ セイリ ブンセキ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				68		企画力研修 キカクリョク ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				69		ひと目でわかる図解化研修 メ ズカイ カ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				70		マーケティング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

		書く・伝えるスキル カ ツタ		71		ビジネスEメールの書き方研修 カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				72		ビジネス文書研修 ブンショ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				73		報告書・議事録の書き方研修 ホウコクショ ギジロク カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				74		Eメールの書き方研修～顧客満足度を高める編 カ カタ ケンシュウ コキャク マンゾクド タカ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				75		分かりやすい説明の仕方研修 ワ セツメイ シカタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				76		クレームEメール対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				77		説得力向上研修～ディベートによる能力開発 セットクリョク コウジョウ ケンシュウ ノウリョク カイハツ		１日間 ニチカン		1				○		○

				78		論理的で分かりやすい文書の書き方研修 ロンリテキ ワ ブンショ カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				79		提案書の作り方研修 テイアンショ ツク カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				80		交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達させる コウショウリョク コウジョウ ケンシュウ ジョウタツ		１日間 ニチカン		1						○		○

				81		プレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○		○

				82		パワーポイントプレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○		○

		ＣＳ（顧客対応）スキル コキャク タイオウ		83		ビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				84		ＣＳクレーム対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				85		CS向上研修～ホスピタリティの意識を養う コウジョウ ケンシュウ イシキ ヤシナ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				86		接客サービス・接客マナー向上研修 セッキャク セッキャク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				87		秘書研修～秘書としての仕事の仕方 ヒショ ケンシュウ ヒショ シカタ		１日間 ニチカン		1				○		○

				88		クレーム対応研修～ホスピタリティ精神を持ち、苦情対応に臨む タイオウ ケンシュウ セイシン モ クジョウ タイオウ ノゾ		１日間 ニチカン		1				○		○

				89		ベテランのためのビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				90		電話応対レベルアップ研修 デンワ オウタイ ケンシュウ		1日間 ニチカン		1				○		○

				91		接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を向上する セッキャク セツグウ ケンシュウ ソシキ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1						○

				92		CSリーダー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				93		ハードクレーム対応研修～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する タイオウ ケンシュウ タイオウ ムズカ クジョウ タイオウ コウジョウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				94		店長向けパワーアップ研修 テンチョウ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

		営業スキル エイギョウ		95		営業基礎研修 エイギョウ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				96		営業電話研修 エイギョウ デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				97		営業研修～新規開拓編 エイギョウ ケンシュウ シンキ カイタク ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				98		営業力強化研修～ソリューション提案力強化編 エイギョウ リョク キョウカ ケンシュウ テイアン リョク キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				99		営業職のためのリレーション構築向上研修 エイギョウ ショク コウチク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				100		セールスプレゼンテーション研修 ケンシュウ		1日間 ニチカン		1				○		○		○

				101		営業研修～営業経験者のための案件攻略 エイギョウ ケンシュウ エイギョウ ケイケンシャ アンケン コウリャク		１日間 ニチカン		1						○

				102		営業リーダー研修～チーム活性化の仕組みとルール エイギョウ ケンシュウ カッセイカ シク		１日間 ニチカン		1						○		○

				103		営業マネージャー研修　 エイギョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				104		営業向けプレイングマネージャー研修　（すべて９：００～１７：００）		１日間 ニチカン		1.5								○

		コールセンター・電話応対スキル デンワ オウタイ		105		電話応対基礎研修 デンワ オウタイ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				106		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 コウジョウ ケンシュウ アイテ マンゾク		１日間 ニチカン		1				○		○

				107		コメント作成力強化研修～お客様との会話を正しく記録する力向上編 サクセイ リョク キョウカ ケンシュウ キャクサマ カイワ タダ キロク チカラ コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				108		督促電話研修 トクソク デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				109		クレーム電話対応研修 デンワ タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				110		売上を上げるアウトバウンド研修 ウリアゲ ア ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				111		モニタリングスキル研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				112		（コールセンター向け）スーパーバイザー研修～SVとしての役割を知る ム ケンシュウ ヤクワリ シ		１日間 ニチカン		1						○		○

				113		モニタリングフィードバック研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				114		（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 ム ケンシュウ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1								○

				115		コールセンターマネジメント研修～KPIによる目標達成編		１日間 ニチカン		1						○		○

		半日間研修 ハンニチ カン ケンシュウ		116		（研修サプリ）要約力強化研修～仕事は「要約」から始める！ ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

				117		（研修サプリ）クレーム対応研修～ロールプレイングで猛特訓編 ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				118		（研修サプリ）タイムマネジメント～業務の優先順位付けをクセづける		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				119		（研修サプリ）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		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				120		（研修サプリ）なぜなぜ分析～考えるクセをつける		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				121		（研修サプリ）アサーティブコミュニケーション～言いにくいことを伝える		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○		○

		ＳＥ向け研修 ム ケンシュウ		122		ＩＴ入門研修 ニュウモン ケンシュウ		２日間 ニチカン		2

				123		パソコン社内管理者研修（CompTIA A+対応）		２日間 ニチカン		2

				124		要件定義研修（システム担当者向け） ヨウケン テイギ ケンシュウ タントウシャ ム		１日間 ニチカン		1

				125		ユーザーインターフェイス設計力向上研修		１日間 ニチカン		1

				126		レスポンシブＷＥＢデザインの基礎研修		１日間 ニチカン		1

				127		プロジェクトマネジメント研修		１日間 ニチカン		1

				128		営業マインド向上研修～エンジニア向け		１日間 ニチカン		1

		ダイバーシティー関連研修 カンレン ケンシュウ		129		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」 ジョセイ ケンシュウ ヘン ジシン		１日間 ニチカン		1						○		○

				130		女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーとしての足りないスキルを習得する」 ジョセイ ケンシュウ ヘン タ シュウトク		１日間 ニチカン		1						○		○

				131		女性リーダー研修～コミュニケーション能力向上編 ジョセイ ケンシュウ ノウリョク コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○

				132		女性リーダー研修（２日間） ジョセイ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2						○		○

				133		（男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修		１日間 ニチカン		1								○

				134		外国人社員受け入れ研修～必要な心構えを理解する		１日間 ニチカン		1						○		○

				135		（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 ニホン ハタラ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				136		（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		１日間 ニチカン		1		○		○		○

		人事担当者向け研修 ジンジ タントウシャ ム ケンシュウ		137		研修担当者レベルアップ研修 ケンシュウ タントウシャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1.5

				138		研修講師養成研修 ケンシュウ コウシ ヨウセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1

				139		（社内講師向け）ビジネスマナー体験研修		１日間 ニチカン		1

				140		(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		１日間 ニチカン		1

				141		良い人材を見抜くための採用面談研修 ヨ ジンザイ ミヌ サイヨウ メンダン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1

				142		(人事担当者向け)女性活躍推進を考える研修 ジョセイカツヤクスイシン カンガ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1

























































































































Bsample2

		ジャンル		No		研修名（正式名称） ケンシュウ メイ セイシキ メイショウ		時間 ジカン		パック
カウント数 スウ		ご金額 キンガク		対象階層 タイショウ カイソウ								研修内容 ケンシュウ ナイヨウ		ＵＲＬ

														新人 シンジン		若手 ワカテ		中堅
リーダー チュウケン		管理職 カンリ ショク

		階層別の役割認識・基本スキル カイソウ ベツ ヤクワリ ニンシキ キホン		1		内定者研修～会社の常識 ナイテイシャ		半日間 ハンニチカン		0.5				○								いわゆる社会人にとってわざわざ指導するものでもないとされてきた「会社の常識」について学べる研修です。
昨今の若手の傾向や職場での指導の都合によりこれらの教育が注目されています。 具体的には以下の内容についてお伝えいたします。
・大まかな心構え（まず、何でもやる！）
・謙虚な姿勢と配慮ある行動
・そこまで言わなきゃダメ？具体的行動例の説明		http://www.insource.co.jp/bup/bup_company_rule.html

				2		（新人向け）ビジネス基礎研修～学生から社会人への意識と行動改革編 キソ ケンシュウ ガクセイ シャカイ ジン イシキ コウドウ カイカク ヘン		２日間 ニチカン		2				○								インソースの新人研修では「チームで仕事をする考えとスキルを身につけること＝自立」
をテーマとしています。そのテーマを実現するため、本研修は以下の３つの柱で構成しております。①「ルールの遵守」②「ビジネスマナーの習得」③「関係者と円滑に仕事をする方法の習得」
すべての項目において演習を取り入れ、「頭でわかる」ではなく、「なぜそうなのか」を明確にして自分から「できる」ようになっていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin1.html

				3		新人フォロー研修 シンジン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○								入社してからの経験や悩みを共有しながら、改めて自分が目指すビジネスパーソン像を考えていただきます。社会人１年目としてきっちりと習得すべき「仕事の進め方」について、現場での実際の反省を踏まえ、ブラッシュアップします。

◆研修のポイント
①ＰＤＣＡサイクルの徹底～仕事を管理し、改善していく手法
②ホウ・レン・ソウ（報連相）しなければならないことの再確認～結果に責任を持つ
③質の高い仕事をするための優先順位のつけ方～業務を進めていく上の判断軸		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin5.html

				4		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する ワカテ ム シゴト スス カタ ケンシュウ キョウカ		１日間 ニチカン		1						○						仕事を進める上で「仕事の全体像」を把握しないために、計画的・効率的に仕事が進まないケースが多くあります。まず仕事の目的と全体像を把握し、計画的な仕事をすることで効果と効率を上げる仕事の仕方を理解していただきます。
PDCAを知ってはいるものの、うまく回らないことは多々あります。その際、「PDCA」のどこに改善すべき点があるのか、問題を発見する力が必要になります。本研修では、PDCAの基本を理解し、PDCAを行う際の注意点、進める上でよく行き詰まる点についての解決策を学び、仕事の実践力を向上していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.html

				5		２年目フォローアップ研修 ネンメ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○						２年目社員は、もう新人ではない一方で、相対的にスキルや経験が限られているという立場の関係上、日々の業務や周囲からの期待に対する不安を抱えている人が少なくありません。
本研修は、２年目社員の方々から実際にヒアリングしたデータを元に、２年目社員によくある不安を解消し、意欲的に今後の仕事に取り組んでいただくためのヒントを掴んでいただくことを目的としています。
具体的には下記の通りです。
（１）自分の立ち位置を客観的に把握する
（２）ＰＤＣＡやホウ・レン・ソウといったビジネス基本スキルを強化する
（３）今後、自分が何を目指し、そのために何を強化していく必要があるのかを理解する		http://www.insource.co.jp/bup/followup_02.html

				6		若手社員研修～主体性の発揮　（東京のみ　１０：００～１７：３０） ワカテ シャイン ケンシュウ シュタイセイ ハッキ トウキョウ		１日間 ニチカン		1						○						本研修は若手社員(入社３～５年目）を対象とした研修です。 研修で学んでいただく内容は以下の４点です。
①これまでの仕事を振り返り、客観的に自分の実力を把握
②入社３～５年目社員としての立場・役割を理解する＝「主体性」の発揮
③「主体性」を発揮する上で必要な判断基準、思考方法、改善手法の習得
④「主体性」を持って周囲を巻き込んで仕事をする方法の理解
本研修を通して、若手社員に求められる「主体性」を理解し、「主体的な行動」とは具体的にどのようなことなのかに気づき、明日から主体性を発揮した仕事ができる実行力を身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.html

				7		壁を乗り越える研修 カベ ノ コ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○						本研修はこれまでの社会人生活、学生生活を含め人生を振り返ってもらい自信をつけていただく研修です。研修の中では、壁をチャンスと捉えるためのポイントとして「考え方の切り替え」をお伝えいたします。また、これからの組織を担う人材として一人の活動に留まらず組織で取り組むための視点をお伝えします。		http://www.insource.co.jp/bup/over_the_wall.html

				8		仕事の意欲向上研修 シゴト イヨク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				主体的に自分自身のキャリアを築きあげるために必要な考え方を身につけていただきます。
【考え方を知る】自分の過去を振返り、考え方の傾向を知る
【ポジティブに考える】失敗を肯定的に捉える
【チームワークを高める】職場でのコミュニケーション改善を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_motivation.html

				9		中堅社員研修（2日間） チュウケン シャイン ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2								○				①自分の役割・求められる要素を認識する
②上下（組織内）の関係構築のキープレイヤーとして活躍できる
③問題発見・改善する手法を習得し、周囲を巻き込んだ取り組みができる
④業務・取り組みを継続する重要性を理解、手法を習得し、ＰＤＣＡを習慣化して行動できる		http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership_twodays.html

				10		中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！　
　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウケン シャイン ケンシュウ カンリ ショク ホサ ブ セイカ ダ		１日間 ニチカン		1								○				中堅社員は、管理職と現場メンバーの潤滑油として成果に貢献することが求められます。本研修では、管理職を補佐するスキルと後輩へのリーダーシップを学び、中堅社員のレベルアップを目指します。
◆研修のポイント
①中堅社員に求められる役割の認識
②上司へのフォロワーシップ～リスクのホウレンソウ、信頼される業務遂行
③部下へのリーダーシップ～日頃のコミュニケーション、業務の指示・指導		http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.html

				11		リーダーシップ研修（初級）～計画・標準・確認型リーダーシップ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修は（初級）の研修です。誰もができるリーダーシップの実践方法について学んでいただきます。目標達成のために計画を立て、業務を標準化し、確認の徹底することを習得いただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership_beginner.html

				12		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 ケンシュウ イシキ カイカク ブカ コウハイ ケンイン		１日間 ニチカン		1								○		○		リーダーとしての心構えや実践すべき具体的な行動論を学んでいただきます。メンバーの自主性を引き出し、チームの活性化を図ることを目指していただきます。
◆研修のポイント
①周囲から求められるリーダーとしての役割と心構え
②メンバーの仕事の管理方法～管理の基本ＰＤＣＡ
③チームを目標達成に導き、信頼関係をつくるコミュニケーションスキル		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.html

				13		リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編 イクセイ ケンシュウ シュウイ マ コ エイキョウリョク キョウカ ヘン		2日間 ニチカン		2								○				リーダーとして組織視点を強く持ち、周囲によい影響力を与えられることを目指します。自分たちが「今」どこに存在しているのかを理解し、当事者意識を持っていただきます。
◆研修のポイント
【１日目】
「リーダー像」を様々な視点から考え、現在の自分と、これから目指すべき姿を把握します。
①今までの自分のキャリアや経験　②組織や上司、部下から求められること
③自由な発想からの理想像　④自社の課題を踏まえる
【２日目】
当事者として、今身に付けるべき「Ｍｕｓｔ」なスキルを学んでいただきます。
①周囲を巻き込むリーダーコミュニケーション
②上司へのフォロワーシップ
③目標遂行や周囲をマネジメント		http://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.html

				14		現場マネージャー研修 ゲンバ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				本研修では、現場の業務をマネジメントする方法を習得します。
◆研修のポイント
①役割を理解する～現場をマネジメントするリーダーに求められる３つの要素
②業務のマネジメントを学ぶ～業務分担と業務進捗の管理における注意点
③部下のマネジメントを学ぶ～指示出し、報連相、フィードバック
④業務を効率化する～業務改善すべきポイントを発見する視点を学び、考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.html

				15		３０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		自己の強み・弱みや今までに培ったスキルなどをじっくり見つめ直し、成長の軌跡（キャリア）を振り返ります。その上で、自分の望む「未来像」をイメージし、それに向かうために何を行動に起こすかを具現化します。職場を離れた環境で、同じ世代が集結して考え語り合うことで、仕事に向き合う「姿勢」がより前向きになります。研修内容の６割以上を占める演習の効果としては、問題解決能力やプレゼンテーション能力の向上が期待できます。

対象：３５歳を中心に３０代の方
明確なキャリアデザインを行うことで、組織に依存せず自立的かつ、積極的に業務の遂行に取り組む社員・職員を育成することを目的とします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_30_careerdesign.html

				16		４０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		自己の強み・弱みや今までに培ったスキルなどをじっくり見つめ直し、成長の軌跡（キャリア）を振り返ります。その上で、自分の望む「未来像」をイメージし、それに向かうために何を行動に起こすかを具現化します。職場を離れた環境で、同じ世代が集結して考え語り合うことで、仕事に向き合う「姿勢」がより前向きになります。研修内容の６割以上を占める演習の効果としては、問題解決能力やプレゼンテーション能力の向上が期待できます。

対象：４０歳を中心に３０代後半から４０代中盤くらいの方		http://www.insource.co.jp/bup/career_design_40s.html

				17		新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを始める編　 シンニン カンリ ショク ケンシュウ ジシン モ ハジ ヘン		２日間 ニチ カン		2										○		新任管理職としての仕事の始め方を具体的に知り、役割を遂行するために必要なスキルを習得し、３ヶ月後に大きな成果を発揮することを目的とする。
（１）新任管理職としてやるべきことがわかる
昇格した以上、優秀な管理職であると思われたいもの。管理職として求められている事を知り、研修を通じて役割を遂行するための計画、準備、行動が分かります。
（２）新任管理職として防ぐべきことがわかる
新任管理職であっても業務上、トラブル、事故が発生すれば管理責任を問われます。リスク事項を知り、その上で、研修を通じて事前対策の立て方を学びます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.html

				18		段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する ダンド ケンシュウ ココロガマ ジョウセイ カンリ ショク シュウトク		１日間 ニチカン		1										○		管理職とは、部下に信頼され、上司に頼られるリーダーであることが求められます。そのため、プレイヤーとして活躍すると同時にマネジメントを行わなければなりません。本研修では、成果をあげる管理職として必要な３つのマネジメントスキルを習得していただきます。
◆研修のポイント
①部下育成～具体的な「ほめ方」「叱り方」などの指導方法
②業務管理と目標管理～職場における問題点を取り上げた改善計画
③リスク管理～「起こりうる可能性」と「影響度」からリスクの優先順位をつけ、
　 対策を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html

				19		変革リーダー研修～リーダーシップ強化編 ヘンカク ケンシュウ キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1										○		本研修では、変革実現に向けた手順と方法について理解します。
その上で、変革に求められるリーダー力を学びます。
◆研修のポイント
①変革リーダーに求められる３つの役割
②変革を行うための業務改善～改善をすることで変革の資源を生み出す
③変革を実践するリーダー力～目標共有、業務指示、パイプ役
④部下指導力～変革の風土を作る人材育成、計画と日頃のコミュニケーション		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_leader.html

				20		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する
　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） カンリ ショク ム ケンシュウ カダイ セイリ		１日間 ニチカン		1										○		管理職に求められる、組織・業務・人の３つのマネジメントを学びます。
◆研修のポイント
①組織のマネジメント～成果を上げるための目標設定とメンバーの巻き込み方
②業務のマネジメント～業務管理と外部との調整力
③人のマネジメント～育成プランの立て方と具体的な指導方法
【参考】労働基準法と労働安全衛生法の基本		http://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.html

				21		中級（課長級）管理職研修～PDCA・突破力編
　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ トッパ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1										○		＜中級（課長級）管理職研修＞は二部構成の研修内容となっております。
【ＰＤＣＡ・突破力編】では、①判断軸　②業績向上　③ＰＤＣＡ　④リスク管理　⑤新しいこと・成長戦略の５つの観点から、課長としての「仕事の進め方」と「未知の仕事への挑み方」を学びます。

収益とＩＳＯ２６０００に基づく判断軸、現業を８割でこなし、捻出した２割で業績を上げる、ＰＤＣＡのＤ（実行）における「勢い」の大切さ、社会的責任・ＳＮＳ・法務など最新の内容をふまえたリスク管理、部下の小さな発想の生かして新しい事を始める方法など、「現代の課長」として仕事を全うし、成果を出すための実践的なヒントを学んでいただくことのできる研修です。  ニブ コウセイ ケンシュウ ナイヨウ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_pdca_risk_innovation.html

				22		中級（課長級）管理職研修～課長としてのあり方・現場力編
　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ カチョウ カタ ゲンバ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1										○		＜中級（課長級）管理職研修＞は二部構成の研修内容となっております。
【課長としてのあり方・現場力編】では、①労務管理　②現場の組み立て方　③部下指導・育成　の３つの観点から、課長としての「あり方」と「現場の動かし方」を学びます。

現場の耐久力を高めるメンタルヘルス・残業対策、人時生産性を最大化するための業務の見極め方と采配の仕方、チャレンジと支援を通じて強い部下をつくる方法など、「現代の課長」として仕事を全うし、成果を出すための実践的なヒントを学んでいただくことのできる研修です。 		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mentalhealth_genba_bukashidou.html

				23		判断力強化研修 ハンダンリョク キョウカ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		意思決定の早さも今の管理職には大きく求められているものです。
現代の管理職には、仕事における多種多様な場面で何が最適なのか？を考え、判断・決断する力が求められています。この研修では物事を論理的に判断するための判断軸と判断プロセスとを確立・体得していただき、自律した人材への成長を促します。		http://www.insource.co.jp/bup/better_decision_making.html

				24		上級管理職研修 ジョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ		１日間
10：00～19：00 ニチカン		1.5										○		部長の最重要任務とは、市場のニーズに応え、ライバルを凌駕するための
組織改革に積極的に取り組むことです。そのために必要な考え方・スキルを身に付ける研修です。 
①新しく部長に就任される方が対象です。
②課長職など、それまでの中間管理職との役割の違いを理解していただきます。
③グループワークを通じ、改めて上級管理職としてのあり方を考える機会を持っていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_struct.html

		人材マネジメントスキル ジンザイ		25		ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編 シドウ シャ ケンシュウ シンジン コウハイ シドウ キホン シュウトク ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○		○		ＯＪＴの目的は、“自分で考えて動ける”自立した人材を育成することです。 
その育成にあたり、重要な３つの要素を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①ＯＪＴ指導者として求められる役割
②なって欲しい人材に育てるための「育成計画」の作成方法
③業務の指示の仕方、褒め方や叱り方など指導の方法		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.html

				26		メンター研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		新入社員や後輩のよき相談相手となるべく、メンターとしての役割や心構えを認識し、必要なコミュニケーションスキルを習得していただきます。
◆研修のポイント
①メンターの役割と心構え～コーチングとＯＪＴとの違い、参考事例
②メンタリングのポイント～メンティーが相談しやすい環境
③コミュニケーションスキル～関係構築とモチベーショアップ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_menter.html

				27		部下モチベーション向上研修 ブカ コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		部下がモチベーションを向上するためには、成長の実感、良好な人間関係、部下への関心、適切な評価がポイントとなります。
本研修では、部下のモチベーションについて以下の点に注目し、モチベーションを上手く向上する手法を習得します。
　①仕事の中で部下のモチベーションを低下させていた発言、行動、環境　
　②部下のモチベーションをもっと上げるための発言、行動、環境		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bukmotivation.html

				28		評価者研修 ヒョウカ シャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		評価者として、自分の部下・メンバーを組織の「あるべき人材像」へと成長させる意識改革、評価の手順やコツ、面談のポイントを学んでいただきます。
◆研修のポイント
①人材育成のための評価制度～評価をする意義を改めて考える
②能力評価の方法～自分の「偏り」を知り、正しい評価をする
③部下とのコミュニケーションとしての面談の進め方～信頼関係を築き、
　今後の指針を導く		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan.html

				29		評価者研修（２日間） ヒョウカ シャ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2										○		人事評価制度は、将来に向けた人材育成のためのツールです。評価者自身が評価制度の意義を理解し、公正に評価して、部下にフィードバックし成長意欲を向上することのできる能力が必要となります。 本研修では、評価者として求められる３点のスキルについて学びます。
一連の評価ができるスキルを習得するため、人材育成につながる評価制度の活用が可能となります。
　①目標設定・管理スキル　　②評価スキル　　③面談スキル		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan_twodays.html

				30		目標管理研修 モクヒョウ カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		組織が存続し続けるためには、常に高い組織目標を持ち、その目標に沿った部署メンバーの「成果の積上げ」が必要です。
そのためには、組織と部下の目標を適切に設定し、継続的にマネジメントすることが求められます。
本研修では、以下の４つのポイントを学んでいただきます。
①目標管理の意義
②組織、部下の目標設定方法
③部下が目標を前向きにとらえる動機づけ
④目標達成に向けた継続的なマネジメント方法

各項目ごとに演習を実施します。現場の部下や環境をイメージし、具体的な行動に落とし込んで考えるため、明日からできる目標管理スキルを身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.html

				31		労務管理研修 ロウム カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		労務管理は企業経営・企業業績を大きく左右する重要なポイントであることを、管理者は肝に銘じる必要があります。また、労務管理の責任は経営者のみならず管理者にもあることを強く認識すべきです。
本研修は、労働基準法等の基本知識およびワークライフバランス（仕事と生活の調和）を理解の上、組織の生産性や業務効率を高めるべく各種タイムマネジメント手法を習得していただきます。また、メンタルヘルスのラインケアについても学び、職場実践へとつなげていただきま		http://www.insource.co.jp/bup/bup_roumu_manage.html

				32		ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する ケンシュウ アンモク シ デンショウ		１日間 ニチカン		1										○		ナレッジ（知識）やノウハウを共有化し、組織での活用を考えます。
個々人の積み重ねてきたスキルを組織やチームで共有できれば、より効率的に業績を伸ばすことができます。この研修を通して情報伝達のスキルを習得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_knowledge_manage.html

				33		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 ケンシュウ ブカ シュタイセイ ヒ ダ シュウトク		１日間 ニチカン		1								○		○		部下の考えと行動を「引き出す」コーチングスキルを習得し、部下の成長と自主性を促進します。上司の判断軸をコーチングスキルを通して伝え、一定の判断軸を組織内に浸透させます。
◆研修のポイント
①相手の考えを知る傾聴スキル～話しやすい環境づくり、肯定的な表現方法
②さらに話を深める質問スキル～自ら考え動くための自発性の引き出し方
③相手の存在を認める承認スキル～モチベーションを支える褒め方と叱り方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_jishucoaching.html

		リスクマネジメントスキル		34		（新人・若手向け）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		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						企業を取り巻く社会環境の変化を背景に、コンプライアンス（法令順守）や情報資産管理の関心はますます高まっています。 本研修では、新人でも身近な問題として感じられる個人情報保護や情報セキュリティについて学びます。その後コンプライアンスのポイントを学んでいただくことによって、社会の中で重要な規範を意識していただくことを目的としています。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_comp.html

				35		メンタルヘルス研修（セルフケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、ストレスに対する理解を深め、自分のストレスに気づき、適切に対処する手法を学びます。
◆研修のポイント
①ストレスの関する知識
　～ストレス要因、ストレス反応、仕事への影響を考える
②ストレスへの対処方法（セルフケア）
　～否定的から肯定的な考え方への切り替えを試みる
③職場のコミュニケーション
　～エンロール・マネジメント（他者を巻き込む）について学ぶ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mental_self.html

				36		情報マネジメント研修～マイナンバー等個人情報の取扱いと管理		１日間 ニチカン		1								○		○		マイナンバー制度の開始や、昨今の標的型サイバー攻撃事例の増加に伴って、個人情報・機密情報など組織が保有する情報財産の安全管理への関心が高まってきました。

そこで本研修では、個人情報保護や情報セキュリティ強化の基本を学んだうえで、現状の見直しを行い、自組織における漏えい防止の取組みを具体的に考えます。加えて、研修の後半では、応用問題として、マイナンバー制度や特定個人情報保護についての概要を学び、安全管理に活かせるようにします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mynumber.html

				37		ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する ボウシ ケンシュウ タダ リカイ		半日間 ハンニチカン		0.5								○		○		本研修では、セクハラ・パワハラへの正しい理解を促します。①判断基準と②曖昧なグレーゾーンについての対処方法を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①セクシュアルハラスメントの判断基準となる「主観性」を前提とし、
　具体的な行動を知る
②パワーハラスメントの判断基準となる「主観性」を前提とし、
　具体的な行動を知る
③ハラスメント防止のための組織体制作りと相談を受けたときの
　アドバイス方法を理解する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sekuhara.html

				38		メンタルヘルス研修（ラインケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		ストレスやメンタルヘルスに対する正しい知識を身に付け、ご自身が自分や職場をどうしていくかを考え、導き出せる研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku3.html

				39		ハラスメント防止研修～管理職として組織への損害を考え、対策を立てる ボウシ ケンシュウ カンリ ショク ソシキ ソンガイ カンガ タイサク タ		１日間 ニチカン		1										○		知識付与としてのハラスメント防止研修ではなく、自身がハラスメントを起こしうる存在になりかねないことを認識し、具体的にどのような考え方に切り替えていく必要があるのか、さらに、自身の職場においてどのようなアクションを取り入れていく必要があるのかを実践的に考えていただく研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_harassment.html

				40		コンプライアンス研修～組織における不祥事防止 ケンシュウ ソシキ フショウジ ボウシ		半日間 ハンニチカン		0.5								○		○		社会を取り巻く環境の変化を背景に、コンプライアンス（法令遵守）の関心はますます高まっています。本研修は、事例を交えつつ、コンプライアンスの本質を学ぶと共に、コンプライアンス違反を防止するための体制づくりについて考えていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_compliance_privacy.html

				41		リスクマネジメント研修～危機管理意識を向上し、未然に防ぐ方法を学ぶ ケンシュウ キキ カンリ イシキ コウジョウ ミゼン フセ ホウホウ マナ		１日間 ニチカン		1										○		本研修では、内部・外部に存在する様々なリスクを洗い出し、その対策をシミュレートすることにより、実践的なリスク対応力を育成します。

◆研修のポイント
①リスク予防体制作り
②リスクの予測～多面的な視点から、より多くのリスクを洗い出す
③リスクの評価
④リスク顕在化対策～対策の種類と予防策の取り組み方を考える
⑤リスク顕在時の対応～迅速な対応のための対策を考えリスクの見直しを行う
⑥組織としてのリスク管理		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku8.html

		コミュニケーションスキル		42		（新人向け）仕事の進め方研修（チームワークとコミュニケーション）		１日間 ニチカン		1				○		○						仕事は一人で完結するものではなく、チームワークとコミュニケーションを意識しながら仕事を進めなければ個人としても組織としても成果が出ないことを学んでいただきます。目標があることの重要性とその立て方、仕事に着手する前の準備の重要性、リーダーシップの発揮（積極的な発言）、時間管理、進捗報告など、仕事におけるコミュニケーションの重要性と難しさをビジネスシミュレーションにより体得いただきます。 ビジネスシミュレーションではグループ対抗戦となるため、達成することの喜びも知っていただけます。		http://www.insource.co.jp/bup/shinjin_shigoto_comu.html

				43		（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」		１日間 ニチカン		1				○		○						職場（会社）でのコミュニケーションには、新人・若手世代による認識とのギャップが生じている可能性があります。苦手意識や個人的な取り方は様々ですが、必要なコミュニケーションが取れないのは問題です。これに対し、考え方や意識を変え、基本である「報」・「連」・「相」について学びます。ここでは理論や手法だけでなく、「報告を受ける人への配慮（＝タイミング、言い方等）」についても理解を深めます。
一時的に怒られそうな内容であっても、デキる社会人（=信頼されるビジネスパーソン）とは、必要なタイミングで、しかるべき相手に、最適な「報」・「連」・「相」ができる人であることをお伝えします。		http://www.insource.co.jp/bup/newcomer_comu.html

				44		コミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、メッセージのやりとりや意思伝達を円滑化する技術を身に付けていただきます。お客様との関係や上司・部下間の関係を、より良くしていただくことが目的です。
◆研修のポイント
①良いコミュニケーションのポイントを理解する～相手を主体として考える
②他者理解のための「傾聴力」～相手に話しやすいと感じてもらう方法
③相手の心情や要望を引き出す「質問力」～相手が答えやすい聞き出し方
④言いたいことが相手に伝えわるような話し方～事前準備、話の構成、表情		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota2.html

				45		コミュニケーション研修～人間関係促進編 ケンシュウ ニンゲン カンケイ ソクシン ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、聴く・訊く・話すの基本手法にとどまらず、人間関係促進・維持や課題達成・問題解決に応用できるコミュニケーションの手法を習得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/com_sokushin.html

				46		アサーティブコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		アサーティブとは、自他尊重をした上で自分の伝えたいことを相手に伝えることです。そのためのコミュニケーションスキルを習得していただきます。
◆研修のポイント
①自分のコミュニケーションパターンの把握
　～アサーティブになれない具体的場面を考え、現状を客観的に知る
②コミュニケーションの基本の習得
　～相手から信頼を得る聴き方や相手に納得してもらえる伝え方
③言いにくいことを伝える方法の習得～具体的なケーススタディによる練習		http://www.insource.co.jp/bup/bup_assertive.html

				47		リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修は、職場のリーダーとして目標達成に向け、部下やメンバーを巻き込んで業務遂行するためのコミュニケーションスキルを身につけることを目標とします。
◆研修のポイント
以下のコミュニケーション方法を学びます。
①組織の目標をメンバーへ共有する
②適切な業務指示を部下に与える
③部下の方が業務に詳しい場合の業務管理
④モチベーションが高い、もしくは低い部下への接し方
⑤他社・他部署との接点の役割を担う
⑥部下育成のための叱り方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadercom.html

				48		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		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、部下との円滑なコミュニケーションの取り方を学んでいただきます。部下に対する関心を強く持ち、積極的に関与することがコミュニケーションを機能させる最大のポイントであることを理解いただき、上司としてどのように対応すべきかを実践的に学んでいただきます。

◆研修のポイント
①部下との常識や価値観の違いを改めて認識する
②タイプ別の部下との関わり方を学び、自身の部下について考える
③部下の考えを知り、また自身の考えを理解してもらう方法を習得する
④部下の特性に合わせたコミュニケーションの取り方を習得する
⑤よくありがちなコミュニケーションの悩みをケース別で考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_subordinate_communication.html

		効率を高めるスキル コウリツ タカ		49		タイムマネジメント研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				タイムマネジメントの基本を学び、ご自身の業務管理を見直します。
◆研修のポイント
①今の自分のワークスタイルを把握する～業務ごとの所有時間の認識
②改善できる部分の検証する～仕事の分類化と時間短縮方法
③優先順位をつけるための考え方を習得する～着手する前のゴール設定		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota8.html

				50		事務職のための業務改善研修～ファイリング編 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				ファイリングは、誰もが簡単にできる業務改善活動です
～業務の無駄を省き、コスト削減できるファイリングのスキルを習得いただきます
ファイリングを上手く行うだけで、業務が目に見えてスムーズに進みます。 本研修では、文書ファイリングの作法、ルール決めの基本、ポイントを理解し、ファイリングの対象業務洗い出しから 具体的な進め方の検討・決定まで考えていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_filing.html

				51		整理力向上研修 セイリ リョク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、以下の３つの整理力を学ぶことにより、効率的かつ効果的な仕事の進め方を習得します。
①身の回りの整理力
ファイリングスキルを習得したうえで、机・かばんなどの環境整備、パソコン・ネットの活用方法を身につける
②仕事の整理力
タイムマネジメントスキルを習得したうえで、計画表とＴｏＤｏリストの使い方、ＰＤＣＡの活用を身につける
③頭の整理力
ロジカルシンキングスキルを習得したうえで、実務に役立つ手法を身につける		http://www.insource.co.jp/bup/bup_seiriryoku.html

				52		マニュアル作成研修 サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、業務改善の手段およびノウハウ共有・業務標準化の手段として、マニュアル作成の考え方と具体的手法の習得を図ります。
◆研修のポイント
①マニュアル作成の基本知識と種類別のポイント
②自らの業務をふまえたマニュアル作成～業務の洗い出しとアプローチ方法
③業務の性質に応じた作成方法～書式別の特徴・構成・ポイント
④読み手がわかりやすい文章のための注意点
⑤組織でのマニュアル活用～作成・管理・改善の計画		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho4.html

				53		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 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ボウシ ヘン		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、ミスの起こる原因や特徴を理解します。まず自分がミスを起こさないポイントを整理します。「人間はミスをしてしまうもの」を前提として、ミスを防止する仕組みについて学んでいただきます。
◆研修のポイント
①ミス防止のための思考
②仕事の分解
③適正なチェック
④業務の見直し
⑤ミス防止対策の計画作成		http://www.insource.co.jp/bup/bup_jimu_opemiss.html

				54		ファシリテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		会議のファシリテーター（中立の立場の会議進行役）に重要なスキルを学んでいただきます。会議を円滑に進め、合意形成へと導く力を身に付けていただきます。
◆研修のポイント
以下４つのポイントの習得を目指し、研修を進めます。
①場のデザインスキル
　会議の目的を押さえたうえで、事前準備とプロセス設計を行う
②対人関係のスキル
　傾聴や質問を通じて、参加者の意見や思いを会議の場で引き出す
③構造化のスキル
　議論の内容を明確にすることで共有を図りつつ、整理しながら論点を絞り込む
④合意形成スキル
　参加者の合意を得ながら、やることやらないことを決める		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku9.html

				55		業務改善研修 ギョウム カイゼン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		普段、業務を行っている際、少し工夫してやればもっと効率良くできるのでは、と思いながらも、 具体的に改善を考える時間も余裕もなくそのままになっていることが多々あります。
その、『少しの工夫』を研修内で洗い出し、具体的な改善行動計画に落とし込みます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumukaizen.html

				56		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 ソシキ ケンシュウ カンリ ショク タチバ ソシキ コウリツカ メザ		１日間 ニチカン		1								○		○		自部署の効率性の高め方について、実践力を身につけていただきます。
組織の効率化を考える上で、４つの柱を中心に研修を構成しております。
①業務改善　②業務の進捗管理　③整理・整頓　④人材育成
対症療法だけではなく、長期的な体質改善を前提とした「考え方」と「手法」を身につけます。 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・リーダーを育てます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_soshiki_time.html

				57		業務フロー作成研修 ギョウム サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				業務フローの作成・運用は個別の業務が属人化することを防ぎ、衆知を集めての業務運用を可能にします。結果、業務改善や知識の伝承、リスク管理が効果的に運用できるようになり、常に業務を改善していこうという前向きな力が生まれます。

本研修では、まず業務フローを作成する意味と作成方法を学びます。その後、特にリスク管理の観点から、実際に業務フローの作成方法を習得していただきます。非正規雇用の従業員の比率が高い職場や社員の異動が多い部署に、特に役立つ研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/gyomu_flow.html

				58		Microsoft Office研修～Excel2010		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						本研修では実際に講師と一緒に操作しながら、これまで旧バージョンで使っていた機能が、Excel2010においてどのような操作に変わったのかを学んでいただきます。
◆得られる知識・スキル
・リボンの機能による効率化　・入力、セル操作の快速化　・表、グラフ、図、デザインの便利技
・知っておくべき実践的なテクニック		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_excel.html

				59		Microsoft Office研修～PowerPoint2010		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						本研修では、これまで旧バージョンで使っていた機能が、Powerpoint2010においてどのような操作に変わったのかを学んでいただきます。
◆得られる知識・スキル
・見やすい文字、書式、スライド構成の設定　・効果的なイラスト、図解、写真の見せ方
・わかりやすい表、グラフの作成方法　・知っておくべき実践的な便利技		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_ppt.html

		考えるスキル カンガ		60		新人・若手のためのロジカルシンキング研修 シンジン ワカテ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						急速なグローバル化や会社の生き残りをかけた競争が激化している中、新人・若手に早く一人前になってもらいたいという意識は年々強まっています。一人前とは、「業務知識を習得」し、「考えて行動できる」状態であり、その状態になるために、まず新人・若手に求められることは以下の３つです。
１．指示や情報を頭の中で整理ができる
２．自分なりの結論や意見にまとめられる
３．上司や関係者にわかりやすく伝えられる
ロジカルシンキングのフレームワークを使い、現場で実際に起こり得るケースを事例に「いつ・どのように考えるべきなのか」を理解していただきます。研修を受講した翌日から、新人・若手がスムーズに行動できる考え方を鍛えます。		http://www.insource.co.jp/bup/newcomer_logical.html

				61		財務基礎研修 ザイム キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				～財務３表を理解し、組織のコスト意識を高める
この研修では、財務諸表、いわゆる決算書の基礎から各項目やその数字にどんな意味が込められているのか、そこから何を読み取ることが出来るのかなどを、豊富なケーススタディで解説します。危ない会社と伸びる会社を見分ける決算書の読解力を身につけていただきます。
		http://www.insource.co.jp/bup/bup_zaimu.html

				62		ロジカルシンキング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				ビジネスの上で論理的であるということは、筋道が立っており、かつ相手を納得できることが重要です。 本研修では、ロジカルシンキングの必要性と使い方について理解し、以下４つの考え方を現場で使えるよう、演習を通して習得していただきます。

◆研修のポイント
　①ＭＥＣＥ（全体像を捉えるための、要素の洗い出し方）
　②ロジックツリー（物事を分解し、関係性を表現するやり方）
　③ＳｏＷｈａｔ　/　ＷｈｙＳｏ（根拠と結論の繋ぎ方）
　④演繹法と帰納法（相手から納得を得るための話の展開方法）

「ロジカルシンキング」の手法を習得するにあたり、”用語が難しく頭に入りにくい”という問題があります。本研修では理解を高めるために、一つ一つの手法について、ビジネスでよくある具体的事例を用いながら、わかりやすい言葉で解説します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota9.html

				63		クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を養い、課題発見能力を高める ケンシュウ ホンシツ ミヌ チカラ ヤシナ カダイ ハッケン ノウリョク タカ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		本研修では、クリティカルシンキングの基礎的な考え方を習得いただきます。重要な要素・手順・注意点を学び、物事をありのまま受け入れるのではなく、現状を「疑う力」を実践していただきます。「疑う力」を養うことにより、課題発見能力・解決策提案力を鍛えていただきます。

◆研修のポイント
①クリティカルシンキングの基本的な考え方を理解し、身に付くスキルを知る
②思考力を鍛えるための、論理性や中立性などの重要な要素について考える
③クリティカルシンキングの手順を学び、それに沿って考える練習をする
④クリティカルシンキングを実践する際に必要な心構えや注意点を学ぶ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_critical_thinking.html

				64		仮説構築力向上研修		１日間 ニチカン		1						○		○		○		お客様の悩みや課題は表面的な事象に過ぎないことも少なくありません。そこに仮説構築力を持ったビジネスパーソンが深く入り込むことでより良い影響と効果を与えられるようになります。

指示通りに動くことだけに固執せず、「そもそもこの仕事の本質とは」を皮切りに仮説を立てながら深く考えていく仕事の進め方が求められています。

本講座では多種多様なケーススタディから仮説の立て方を知ることができます。		http://www.insource.co.jp/bup/kasetsu_kouchiku.html

				65		問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する モンダイ カイケツ ケンシュウ ジョウ モンダイ カイケツ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、現場にひそむ問題の真因の発見と解決策まで考えるプロセスを体験していただけます。
◆研修のポイント
①問題の発見方法～６つの視点から考える
②現状把握を分析する方法～数値分析とパレートの法則
③真因の追求方法～特性要因図の使い方
④課題設定と計画作成～優先順位の付け方とＰＤＣＡサイクルによる管理方法		http://www.insource.co.jp/bup/bup_solution.html

				66		ロジカルシンキング研修～論理的思考を業務に生かす編 ケンシュウ ロンリテキ シコウ ギョウム イ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修は、「ロジカルシンキングの使い方」を訓練する研修です。
ロジカルシンキングの手法を「実際に業務の中でどう活用するか」、「どのような場面で使うのか」をイメージし、具体的な業務に落とし込んで考えます。
【研修の進め方】
現場でよくあるトラブル事例を用いて研修を進めます。具体的には以下の４つの流れでロジカルシンキングの実践的活用方法を身につけていただきます。
①発生している問題の整理（構造化）
②原因の分析
③解決策の提示
④他者への説得・説明
演習を通して何度も繰り返し訓練することで、ロジカルシンキングの実践的な使い方を体得します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_logical.html

				67		情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編 ジョウホウ カツヨウ チカラ ヨウセイ ケンシュウカラ ジョウホウ シュウシュウ セイリ ブンセキ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				１．今ある問題について、真の原因を追究する手法を身につける ２．不確定な情報に対し、情報を集め、状況を数値で分析する力をつける ３．数値分析から、解決策を一つ選択する力をつける		http://www.insource.co.jp/bup/bup_jyouhou.html

				68		企画力研修 キカクリョク ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				良い「企画」を立案し、それを実現するためには、

（１）アイデアを形にするために効果的な情報の収集と分析を行う
（２）アピールポイントが明確な「企画書」を作成
（３）企画を実現させるための「プレゼンテーション」
という３つの過程が存在します。インソースの「企画力研修」で は、以上のような企画の３つのプロセスを行うポイントを中心として、個人・グループワークを多数織り交ぜながら、実践的な形で研修を進めていきます。
また、「企画を立ててはみたが、実現せず、放置されている」ということを防ぎ、確実に企画を実現させるための下準備や社内交渉の方法についてもご説明いたします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku6.html

				69		ひと目でわかる図解化研修 メ ズカイ カ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、図解化の基本的な手法と、図解化するための基本となるロジカルシンキングの基礎を学びます。
◆研修のポイント
①図解とは～文章のみのコミュニケーションを補う手法
②図解とロジカルシンキング～伝えたい情報をまず整理し、構造化する
③問題解決における図解化～目的に適した図解の使い方
④データの図解化～効果的な数字の見せ方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_zukaisikou.html

				70		マーケティング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		マーケティングの基礎知識と、その知識を実際に職場でどう活かすかを学ぶことができます。そして、
①マーケティングをする目的を理解する
②マーケティング戦略を立てるための、基本的なフレームワークを学ぶ
③実際にマーケティング戦略を立ててみる
という３段階の研修体系で、学問として捉えられがちなマーケティングを、より実践的なものとして身に付けていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_marketing.html

		書く・伝えるスキル カ ツタ		71		ビジネスEメールの書き方研修 カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						Ｅメールの活用は現代のビジネスシーンでは必要不可欠なツールとなりました。しかし、紙媒体との違いやＥメール独自の基本ルールや注意点を理解していないことで、思わぬロスや失敗を招くこともあります。
本研修では、ビジネス文書の基本を再確認し、ビジネス上でのＥメールの書き方と注意点や便利機能についての知識を習得いただきます。演習を実施することで知識の定着と実践力を養成します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho2.html

				72		ビジネス文書研修 ブンショ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				本研修では、読み手を意識することを大前提とし、相手にわかりやすい文書作成の方法を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①文書の基本的な構成ルール～主語・述語や一文あたりの文字数まで
②伝えたいことを簡潔にまとめる力～情報の取捨選択による要約
③相手が欲しい情報を考える力～キーワードや数字を記載する
④社外文書の基本的な型～ＦＡＸ送付状・書類送付状・案内状・お祝い状・お詫び状・お礼状・依頼状		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho1.html

				73		報告書・議事録の書き方研修 ホウコクショ ギジロク カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						報告書・議事録はビジネス文書の中でも、質の高さが求められます。本講座は報告書・議事録作成力の強化を目的としたプログラムです。誰もが分かる報告書・議事録を書くための要約のトレーニング、実際の報告書・議事録の作成演習等を行い、作成スキルを身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho3.html

				74		Eメールの書き方研修～顧客満足度を高める編 カ カタ ケンシュウ コキャク マンゾクド タカ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				ビジネスではお客さまやお取引先など、Eメールでやりとりをする状況が増えています。
本研修は、ビジネスで関わるステークホルダーとのEメールのやりとりに際し、相手と良い関係を築き、満足度を向上するEメールの考え方と作成方法を学びます。
Eメールは機械的になりやすく、誤解を招きやすいコミュニケーションツールです。そのため、お客様とのやりとりを事務的にこなすのではなく、相手を思いやるEメールのやりとりを通して自社のファンを増やしていく、つまりお客さまが「感動」するEメール対応ができることを目標としています。		http://www.insource.co.jp/bup/email_csup.html

				75		分かりやすい説明の仕方研修 ワ セツメイ シカタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				言いたいことを簡潔に相手に分かりやすく説明するスキルを習得するために、まず論理的思考を鍛えます。「なぜ相手に伝わらないのか」という原因を認識できていないことがよくあるため、普段自分では出来ていると思っていたことでも、実は出来ていなかったことに気付いていただきます。
◆研修のポイント
①意図の明確化～その話をする理由を伝える
②内容の整理～相手が話をのみこみやすい構造・展開
③話す技術～間の取り方・スピード・表情など		http://www.insource.co.jp/bup/bup_directions.html

				76		クレームEメール対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				近年、Eメールでクレーム対応をする場面が増えています。Eメールの場合は、「対応に時間がかかる」、「記録が残る」、「文書読解力や文書作成力が要求される」など、対面・電話でのクレーム対応以上に高度なスキルが求めらることもあります。
本研修では、クレーム対応のベーシックな対応手順と、Ｅメールそのものの特徴を踏まえたうえで、豊富な演習を交えながら、そのスキルを習得します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_claim4.html

				77		説得力向上研修～ディベートによる能力開発 セットクリョク コウジョウ ケンシュウ ノウリョク カイハツ		１日間 ニチカン		1						○		○				相手を説得することは、口論でも相手を否定するものでもありません。自分の主張を、他者が納得し得る「根拠」や「データ」を背景に、論理的に相手を理解に導くことです。本研修では、ディベートを通して、説得力向上のスキルを身につけていただきます。
※ディベートの勝敗ではなく、個々の能力開発を目的に講義を進めます。
本研修を通して、説得に必要な５つの能力開発を目的にしております。

①論理的思考力　 ②多面的視点からの思考力　③傾聴力　④本質追及力　⑤判断力		http://www.insource.co.jp/bup/bup_settoku_debate.html

				78		論理的で分かりやすい文書の書き方研修 ロンリテキ ワ ブンショ カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		本研修では、論理的な文章の書き方を学んでいただきます。読み手が必要とする情報を明確にし、分かりやすい文章の組み立て方を習得していただきます。
◆研修のポイント
①相手にとって、読みやすい簡潔な文章の書き方を学ぶ
　～相手の立場に立った要約力
②論理性を持った、わかりやすい文書の組み立て方を習得する
　～論理のピラミッド構造		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho_logic.html

				79		提案書の作り方研修 テイアンショ ツク カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				相手にとって魅力的な提案書とは何か？
魅力的な提案書のポイントである「ねらいが明確」・「メリット・デメリットが明確」「潜在的な課題解決も想定されている」を理解した上で、それぞれのポイントを押さえた提案書の作成スキルを習得していただきます。実務にすぐに役立つスキルとなりますので、提案書作成でお悩みの方は、是非受けていただきたい内容です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_teiansyo.html

				80		交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達させる コウショウリョク コウジョウ ケンシュウ ジョウタツ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、交渉とは、「相手を打ち負かすこと」ではなく、「お互いの利得の総和を最大にする」という考えのもと、様々な交渉の手法を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①相手に自分の意見を納待してもらう方法～相手に信頼される人になる
②事前準備の重要性～交渉前に相手のことを徹底して調べる、落としどころを決める
③交渉術のテクニック～３つの交渉術		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku4.html

				81		プレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○		○		プレゼンテーションの目的とは、相手に情報を提示し、理解・納得を得た上で、行動を起こしてもらうことです。そのため、本研修では以下の３要素を柱に学んでいただけます。
◆研修のポイント
①伝える内容～話の構造を整理する方法、内容を効果的にする話の展開方法
②伝える技術～間の取り方やスピードなど、「伝える」コツや配慮すべきポイント
③伝える手段～プレゼンテーション資料の効果的な使い方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota5.html

				82		パワーポイントプレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○		○		本研修では、パワーポイントを使って行うプレゼンテーションの効果を高めることをねらいとしています。基本的なパワーポイントの機能を理解し、相手が理解しをするために効果的な資料の作り方・プレゼンテーションのテクニックを習得していただきます。
◆研修のポイント
①パワーポイントを使用して、分かりやすい資料を作る
②視覚に訴える、有効なパワーポイントの使い方を学ぶ
③プレゼンテーションを行う前の、事前準備・予備知識を把握する
④聞き手にとって、わかりやすい話の進め方と話し方のテクニックを学ぶ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_powerpoint_present.html

		ＣＳ（顧客対応）スキル コキャク タイオウ		83		ビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						本研修では、ビジネスパーソンとして基本的なスキルのビジネスマナーを学んでいただきます。ビジネスマナーの基本知識や動作を体得していただき、 ビジネスを行う上で、「安心」や「信頼」を勝ち取る人材として成長していただくことを目指します。
◆研修のポイント
①表情・挨拶・身だしなみ　②言葉遣い・敬語　③人の話の「きき方」
④席次・名刺交換　⑤来客応対・名刺交換　⑥電話応対		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bissinessmanar.html

				84		ＣＳクレーム対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				新人やお客さま対応に不慣れな方にとって、クレーム対応は非常にストレスのかかるものであるばかりか、対応の不備によって更なる大きなクレームを招いてしまうことにもなりかねません。本研修は、クレーム対応のファーストステップとして、次の２点をポイントとしております。
１．ＣＳやホスピタリティマインドを身につけ、クレームを発生させないお客さま対応ができるようになる
２．発生してしまったクレームを悪化させることなく収拾させるクレーム対応の基本ステップを体得する		http://www.insource.co.jp/bup/claim_syokyu.html

				85		CS向上研修～ホスピタリティの意識を養う コウジョウ ケンシュウ イシキ ヤシナ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				本研修では、ＣＳを発揮するための基本的な考え方を身に付けていただきます。その上でＣＳを実現するスキルを身につけ、組織全体でのＣＳ向上策を学びます。
◆研修のポイント
①お客さまの立場からＣＳを考える
②ＥＳ（従業員満足）について、自組織の仕事環境の改善点を改めて見直す
③ホスピタリティの考え方を理解し、具体的な行動を洗い出す
④ＣＳに必要不可欠なマナーの基本を理解する
⑤自組織のＣＳ改善点を洗い出し、改善策を作成する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_csup.html

				86		接客サービス・接客マナー向上研修 セッキャク セッキャク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				接客では、まず「最高のサービス」「あるべき姿」をイメージすることが大切です。本研修では、自店における「最高のサービス」を考え、「良い接客」をするための考え方を理解します。その上で、良い接客の具体的な対応方法について、講義-演習の繰り返しをしながら学んでいただきます。
今やお客さまへ一律の対応をするだけでは満足をいただけない時代です。そのため、マニュアルを理解した上で、「機転」「アドリブ」について考えます。店側・お客さま側の両者の視点から考え、さらなる接客力向上を図ります。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_setsugu.html

				87		秘書研修～秘書としての仕事の仕方 ヒショ ケンシュウ ヒショ シカタ		１日間 ニチカン		1						○		○				秘書に求められる役割を認識した上で、秘書業務の考え方と進め方について習得していただきます。仕事を進める上で秘書には「気が利くこと」が求められます。「気の利いた」仕事をするため、以下の４つの項目について現場の具体的な業務と照らし合わせながら、改善できるポイントを見つけていきます。
◆研修のポイント
①ホスピタリティ～上司のサインを察知し、思いやりを持って期待に応える
②主体的行動～率先して仕事に取り組むために目的意識を持ち仮説を立てる
③リスク予防～突発的な仕事が降りかかった時に対応できるための方法
④コミュニケーション ～日常会話での聴き方・訊き方・報連相		http://www.insource.co.jp/bup/bup_hisyo_manner.html

				88		クレーム対応研修～ホスピタリティ精神を持ち、苦情対応に臨む タイオウ ケンシュウ セイシン モ クジョウ タイオウ ノゾ		１日間 ニチカン		1						○		○				この研修では、より良いクレーム対応のため、クレームが発生する要因や対応の基本手順を理解していただきます。
◆研修のポイント
①クレーム対応における、おさえたい４つの基本手順
②よくある困った際のケース別対応方法
③クレーム削減のための、組織的に対応する仕組み作り		http://www.insource.co.jp/bup/bup_claim1.html

				89		ベテランのためのビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				仕事に慣れていくうち、基本的なビジネスマナーが疎かになり我流になることがあります。本研修は、あるべきビジネスマナーの考え方・型を再確認するとともに、自分だけでなく組織の業務効率をあげるために必要な行動のとり方を学びます。

これまで内勤だったが、異動や転職により外部の方との接触が増えた方、社会人としての行動を改めて考え身につけたい方などにお勧めの研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_business_ad.html

				90		電話応対レベルアップ研修 デンワ オウタイ ケンシュウ		1日間 ニチカン		1						○		○				ビジネスでの電話応対経験者を対象にした研修です。顧客満足の意識向上を前提に、経験して感じた課題・悩みを共有しながら解決策を考えていきます。電話だからこそ求められるコツ・テクニックを学び、さらなるスキルの向上を目指します。		http://www.insource.co.jp/bup/calling_service_levelup.html

				91		接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を向上する セッキャク セツグウ ケンシュウ ソシキ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1								○				接客・接遇リーダーとして求められるのは、自分の接客スキルだけではなく、組織としての接客力向上です。そのため、本研修では、接客力向上のための「環境作り」とメンバーへの「指導力」に焦点を当てて学んでいただきます。
現場で「いつ」「誰に」「どのような」指導をすべきか、演習を通して考えていただきますので、翌日から改善の一歩を踏み出すことができます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_setugu_leader.html

				92		CSリーダー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				ＣＳの向上は、業務の最優先課題です。まずご自身の役割を認識していただきます。そして、ＣＳのポイントを学んでいただいた上で、ＣＳを推進していくためのチームワーク発揮のコミュニケーションスキルを身に付けていただきます。また、ＣＳ推進のために部下・後輩の育成も重要であるため部下後輩の育成のスキルも身に付けていただきます。習得目標は以下の４点です。
①リーダーとしての役割認識
②ＣＳを踏まえた対社外向けのコミュニケーションスキル
③チームワークを発揮するためのコミュニケーションスキル
④部下・後輩を育成するための指導・コミュニケーションスキル		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leader.html

				93		ハードクレーム対応研修～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する タイオウ ケンシュウ タイオウ ムズカ クジョウ タイオウ コウジョウ		１日間 ニチカン		1								○		○		クレーム対応の上級編です。ハードクレームや困難クレームの対応力の修得を図ります。本研修は、①解の無い中での判断力、②ストレスフルな状況での適応力、 ③よりよい着地点へと収束させるための交渉力の３つの要素で構成されています。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_hardclaim.html

				94		店長向けパワーアップ研修 テンチョウ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		店舗の売上を上げることをミッションとする店長のための研修です。

①現在の環境における店長としての役割認識
②自店の顧客セグメント化と販売戦略立案
③販売戦略の遂行（組織全体で実施するための方法）

以上の３点について、受講者本人の具体的な事例に基づいて学んでいただく実践的な研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_tenchopowerup.html

		営業スキル エイギョウ		95		営業基礎研修 エイギョウ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						本研修では、営業活動における基本的な知識と流れを学んでいただきます。各営業プロセスにおいて、行為の目的もお伝えするため、初めて営業される方にわかりやすい内容です。
◆研修のポイント
①営業の基礎～受注までのステップを理解する
②営業のマナーやルール～訪問・商談の流れと動き方を学ぶ
③効率的な仕事の進め方～優先順位と報連相を徹底する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyokiso.html

				96		営業電話研修 エイギョウ デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						本研修では、以下のポイントを習得します。
　　①電話営業で求められるポイントを理解する
　　②自社のサービス・商品のメリット、デメリットなど商品特性を理解する
　　③電話応対に求められるコミュニケーションスキルを習得する
　ロールプレイングを通して、「電話をかける～自社の商品を説明する～今後の取引につなげる」といった一連の流れを体得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyodenwa3hour.html

				97		営業研修～新規開拓編 エイギョウ ケンシュウ シンキ カイタク ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				新規開拓営業では、初めてのお客さまとの接触をしなければなりません。
そのため、本研修では以下のポイントを習得します。
　①新規営業に求められるスタンスを理解する
　②新規に狙うべき顧客を選定する方法を習得する
　③新規先への訪問時のポイント、訪問量を理解する
自分の現状を振り返りながら、新規営業活動における強み・弱み、課題を具体的な行動レベルで発見できます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinkikaitaku.html

				98		営業力強化研修～ソリューション提案力強化編 エイギョウ リョク キョウカ ケンシュウ テイアン リョク キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、以下のポイントを習得します。
　①提案の際に必要となる情報のヒアリング力を習得する
　②情報を掘り下げて考え、顧客の本来の課題を考える力を習得する
　③顧客にあった提案を説明し、クロージングする力を習得する
ニーズのヒアリング、ヒアリング情報からの仮説構築、提案作成力、説明力について、「提案」を主とした包括的な営業スキルを身につけていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_teianryokkukkoujou.html

				99		営業職のためのリレーション構築向上研修 エイギョウ ショク コウチク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、以下のポイントを習得します。
　①営業としてのあるべきマナー、知識を考える
　②お客さまの状況を理解し、察知する意識を日常化する
　③お客さまの状況に合った情報提供、提案する力を習得する
　④お客さまとの密接な関係を築くコミュニケーション力（雑談力）を習得する
多数の演習を通し、研修で学んだことを現在の自分の課題に落とし込み、具体的な対策を考えます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyorel.html

				100		セールスプレゼンテーション研修 ケンシュウ		1日間 ニチカン		1						○		○		○		商談では自社のサービス説明だけで終始してしまっては意味がありません。
お客様の要望を踏まえ、それに応える情報や自社のサービスを伝えることが重要です。 本研修では以下の３つを実践的に考えることを目的としています。
①お客様のニーズを探る
②自社の魅力（武器）を知る
③商談現場で使える商談トークのシナリオを作る		http://www.insource.co.jp/bup/bup_salespresen.html

				101		営業研修～営業経験者のための案件攻略 エイギョウ ケンシュウ エイギョウ ケイケンシャ アンケン コウリャク		１日間 ニチカン		1								○				自身の営業管理、案件獲得に求められる手法について、自己のやり方、経験を振り返りながら、整理します。
本研修では、以下のポイントを習得します。
　①自分の顧客・案件を整理し、効率的な戦略を立てる手法の習得
　②顧客のニーズを把握し、提案に落とし込む手法の習得
　③顧客の業界、状況、決裁者などの関係を知り、関係構築やヒアリングに活用する手法の理解
　④社内の上司、キーパーソンとの調整力の習得
基本知識とスキルを再確認しながら、新たな視点を身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_ankenkouryaku.html

				102		営業リーダー研修～チーム活性化の仕組みとルール エイギョウ ケンシュウ カッセイカ シク		１日間 ニチカン		1								○		○		リーダーは、自分の業績管理だけではなく、チームを管理する役割を持ちます。
チーム全体の業績を上げるためには、営業にありがちな「個人プレー」に任せるのではなく、各メンバーが持つ「個」のナレッジをチームに落とし込むことで、チーム全体を活性化することが重要です。
本研修では、「個」の営業ノウハウ・エッセンスをあぶり出し、知識の相乗効果によりチーム活性化をするための仕組み、マニュアル（チームのルール）作りを学びます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_team_rule.html

				103		営業マネージャー研修　 エイギョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		営業マネージャーとして、自部署の課題を明確にし、売上を上げるマネジメントの手法を習得します。
本研修では以下のポイントを習得します。
　①会社が自分に求める役割（ミッション）を具体的に洗い出す
　②目標設定と遂行管理方法を習得する
　③部下の営業活動をチェックし、営業活動における管理方法を習得する
　④部下指導の方法を習得する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_houjinsales.html

				104		営業向けプレイングマネージャー研修　（すべて９：００～１７：００）		１日間 ニチカン		1.5										○		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。

◆研修のポイント
①営業マネージャーとしての役割を考える
②チームワークを高めるために重要な要素を知る
③セールスプロセスマネジメントの方法を学ぶ
④部下の「サポーター・パートナー」として成長を支援する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sales_playing_manager.html

		コールセンター・電話応対スキル デンワ オウタイ		105		電話応対基礎研修 デンワ オウタイ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						初めての方や、基本を見直したい方のための研修です。電話応対の基本的なスキルを身に付け、正確で迅速な対応を目指します。

◆研修のポイント
①気持ちの良い対応のための心構え～電話応対の３つの鉄則　
②応対の基本スキル～良い印象を残す挨拶と相手を不快にさせない話し方
③電話の受け方とかけ方の基本フロー
④プラスアルファの気遣い～相手のニーズに合わせた対応		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call1.html

				106		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 コウジョウ ケンシュウ アイテ マンゾク		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、電話応対の基本を見直します。その上で、オペレーターとして相手に安心してもらえ、相手の問題を解決するための『聴き方』と『伝え方』のスキルを身に付けていただきます。
◆研修のポイント
①電話応対の鉄則ルール
②あいさつ、言葉遣い、復唱などの基本テクニック
③相手の信頼を得る、話の受け止め方と共感の示し方
④よりスムーズなコミュニケーションのための説明力と質問力		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call6.html

				107		コメント作成力強化研修～お客様との会話を正しく記録する力向上編 サクセイ リョク キョウカ ケンシュウ キャクサマ カイワ タダ キロク チカラ コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				業務を効率的に遂行させるために、情報共有や情報伝達を行うのに必要なスキルである「コメント（記録）」の書きを方習得していただきます。
それぞれのチーム（組織）で必要な「コメント」はどうあるべきかを改めて考え、一般的に分かりやすい「コメント」（＝文書）の書き方について理解します。
実際のコメント作成力を高めるための演習では、具体例を収録した音源を聞きながらコメントを作成いただきます。スピードと内容について自分への理解が深まり、この演習を繰り返すことによりレベルアップしていただけます。
簡潔で明瞭なコメントの蓄積は、職場での情報共有力を高め、サービス向上や業務効率化を実現します。
さらに、指導育成担当者はオペレーターのコメント作成力を向上させる指導力を養うことを目指します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_comment.html

				108		督促電話研修 トクソク デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				督促業務は自社の利益を確保する上で重要な業務ですが、その分、不適切な督促は会社を危うくすることもあります。本研修では、お客様が安心し、信頼していただける土台作りが重要であることをしっかり認識した上で、督促電話の基本を習得していただきます。
また、最後はケーススタディを通して、事前準備から交渉、クロージングまでの流れを体感していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call_tokusoku.html

				109		クレーム電話対応研修 デンワ タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、クレーム電話に対する基本的な対応を身に付けていただきます。状況に応じた適切な判断のポイントを学び、相手に納得してもらえる対応を目指します。

◆研修のポイント
①クレーム電話の背景や傾向、難しさの要因を理解する
②クレームに対する４つの基本手順を理解する
③２次クレームに発展しやすい不適切な対応を理解し、注意点を把握する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call2.html

				110		売上を上げるアウトバウンド研修 ウリアゲ ア ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				アウトバウンド営業（電話営業）は、対面で行なう営業とは求められるスキルが異なります。 本研修では、まず電話営業の心構えを理解し、その上で電話営業のスキルを習得します。お客さまの立場になり、信頼関係を築くコミュニケーション方法や、お客さまの真のニーズを引き出し、解決策を提案するクロージングスキルを習得します。またロールプレイトレーニングを通して確実に実践力を身に付けます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_telout.html

				111		モニタリングスキル研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		電話応対を評価する「良い耳」を持つために、電話応対の重要性や良い応対を構成する諸要素を再確認し、コール診断の具体的評価手法を習得します。

①自社が目指す「良い電話応対」とは何かを考え、そのビジョンを踏まえて評価項目を考えます。
②コール診断演習を通して評価のすり合わせディスカッションを行います。

本研修では、実際に調査した多数のコール診断の実例を踏まえ、ＣＳ、クレーム対応、営業力強化、などさまざまな観点から検討した「良い応対」の定義について解説します。コールセンターの特徴を踏まえた理想のオペレーター像のデザイン、コール診断、分析手法、センター全体をスキルアップさせる目標設定方法や改善手法など、「品質管理」についてお悩みのご担当者様は、是非ご参加ください。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call4.html

				112		（コールセンター向け）スーパーバイザー研修～SVとしての役割を知る ム ケンシュウ ヤクワリ シ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、スーパーバイザーに求められている役割について学んでいただきます。主に業務管理と部下指導において、重要なポイントをお伝えします。
◆研修のポイント
①スーパーバイザーとして、役割を認識する 
②業務管理者として、マネジメントの重要な要素を理解する
③指導者として、現場で効果的な指導方法を身に付ける
④日常業務の中で実現していける目標設定の方法を理解する
⑤時間・コスト・運用の観点からリスク管理を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call3.html

				113		モニタリングフィードバック研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		コールセンター向けの研修で、1日でモニタリングスキルとフィードバックスキルを習得していただきます。電話応対の重要性や、良い応対を構成する諸要素を再確認し、コール診断の具体的評価項目と基準を考えていただきます。また、面談を通じて、オペレーターの心情を理解・整理しながらフィードバックできるスキルを習得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/monitoringfb.html

				114		（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 ム ケンシュウ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1										○		スーパーバイザー(ＳＶ)としてのマネジメント力を構成する３つのテーマ（判断力・育成能力・問題解決力）を軸に研修を行います。日常のルーティン業務をしっかりとこなすだけでなく、ＳＶとして更にワンランク上のレベルを目指すために必要な「マネジメント力」を身につけることが狙いです。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sv_management.html

				115		コールセンターマネジメント研修～KPIによる目標達成編		１日間 ニチカン		1								○		○		「ＫＰＩ指標」の意義について、下記の通り改めて認識して頂いた上で、自らの部署・部下・業務に適切なＫＰＩ指標を考えていただきます。

１．ＫＰＩは、自社コールセンターのコンセプトを実現する「道具」である。
２．ＫＰＩは、センターの現状を把握する「ものさし」である。
３．ＫＰＩは、人材育成のための「指導指標」である。
ＫＰＩを正しく理解して、現場で活用できるようになります。		http://www.insource.co.jp/bup/call_kpimanage.html

		半日間研修 ハンニチ カン ケンシュウ		116		（研修サプリ）要約力強化研修～仕事は「要約」から始める！ ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						・相手に伝わる文書が書けるようになる
・伝えたいことを伝えるための論理構造と展開方法がわかる
・文書だけでなく口頭での「ホウ・レン・ソウ（報連相）」スキルを向上させる

◆得られる知識・スキル
・要約スキル　・文書作成スキル　・報告スキル　・ロジカルシンキングなど
◆研修のポイント
①要約力とは～要約の必要性を考える
②伝えたいことの簡潔なまとめ方～キーワード、５Ｗ１Ｈ、主語述語に注意する
③情報の整理～相手が理解しやすい論理構造で主張と根拠を明確にする
④文章の組み立て方～読み手の立場を想像し、文書の流れを考える		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_summary.html

				117		（研修サプリ）クレーム対応研修～ロールプレイングで猛特訓編 ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				この研修では、より良いクレーム対応のため、クレームが発生する要因や対応の基本手順を理解していただきます。
◆得られる知識・スキル
・クレーム対応力　　・クレームに対する免疫力
◆研修のポイント
①顧客対応において重要なＣＳについて考える
②クレームが発生する要因・背景を学ぶ
③クレーム対応における、４つの基本手順を習得する		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_claim.html

				118		（研修サプリ）タイムマネジメント～業務の優先順位付けをクセづける		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				本研修では、タイムマネジメントの基本を学び、ご自身の業務の管理の仕方を改善します。

◆研修のポイント
①仕事の目的を明確にする
～仕事に取り掛かる前に、ＱＣＤＲ（質・コスト・納期・リスク）を考える
②取り掛かる仕事の順番を決める
～業務に優先順位をつけ、仕事の成果に差をつける
③準備を徹底し、効率をあげる
～業務を見直し、短縮できる部分を洗い出す		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_taimemanagement.html

				119		（研修サプリ）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		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				本研修では、ファイリングの基本スキルを習得し、業務改善を図ります。

◆研修のポイント
①ファイリングとは～４つのポイントを学び、コスト削減の意識を持つ
②ファイリングルールの基本～継続性のある分類方法・保管方法を習得する
③電子データの整理～紙データと比較しながら管理方法を考える
④ファイリングによるリスク管理～不適切な方法を取った場合のリスクと対策を考える		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_filing.html

				120		（研修サプリ）なぜなぜ分析～考えるクセをつける		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				本研修では、物事の本質を見抜くために、事象や自身の主張に対して「なぜ」と考えるクセを身に付けていただきます。

◆研修のポイント
①「なぜ」を考え、事象の根拠を論理的に考える
①ロジックツリー、特性要因図などの手法により、真因を探る
③様々なフレームワークを用いて、解決策を検討する		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_why.html

				121		（研修サプリ）アサーティブコミュニケーション～言いにくいことを伝える		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○		○		本研修では、自他尊重をした上で自分の伝えたいことを相手に伝えるスキルを習得することを目指します。

◆研修のポイント
①自分がとっているコミュニケーションのパターンを把握する
②相手が「話しやすい」「聞いてくれている」と感じる聴き方を習得する
③相手が不快にならない伝え方、ＤＥＳＣ法と「Ｉメッセージ」を練習する		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_assertive.html

		ＳＥ向け研修 ム ケンシュウ		122		ＩＴ入門研修 ニュウモン ケンシュウ		２日間 ニチカン		2												これからコンピュータやシステムに携わっていく方の最初の一歩と言える講座です。 情報技術の背景として知るべき原理や基礎となる技術について、幅広い知識を総合的に身に付けます。
具体的な到達目標は以下の３点です。

１．ＩＴ業界で働く上でベースとなる、ＩＴ基礎知識を習得する
　　（※国家資格「ITパスポート試験」のレベルを想定）
２．配属後に必要となるIT技術の専門用語の意味が理解できる
３．システム開発における仕事の進め方が理解できる
ＩＴの基礎知識・業界用語を、初めての方にも分かりやすい「ことば」に置き換えながらご説明いたします。ＰＣでコマンドを実行したり、ワークを通じて実際に体験するなど、座学と演習を織り交ぜることで、理解を深めていただきます。また、振り返りの時間を取り、受講者の皆さまの理解を確認しながら講義を進めてまいります。		http://www.insource.co.jp/bup/it_intro.html

				123		パソコン社内管理者研修（CompTIA A+対応）		２日間 ニチカン		2												初めての方にも分かり易く、ハードウェアやソフトウェア、ネットワーク、セキュリティ・トラブルに関してご指導いたします。併せてパソコンや周辺機器などに関する基本的な知識を身に付けていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_pckanri.html

				124		要件定義研修（システム担当者向け） ヨウケン テイギ ケンシュウ タントウシャ ム		１日間 ニチカン		1												要件定義からテストまでのシステム開発の一連の流れを理解することにより、効果的な開発が行なえるようになります。 システム開発工程（要件定義からテスト）における作業項目と手順を豊富な演習を通して体験し、システム開発をマネジメントする手法を習得していただきま す		http://www.insource.co.jp/bup/bup_it_youkenteigi.html

				125		ユーザーインターフェイス設計力向上研修		１日間 ニチカン		1												上流ＳＥにとって、インターフェイスを設計するのは、システム設計のまず第一歩であり、また、最も能力の差が出やすいところでもあります。 本研修では、インターフェイス設計の常識を身に付けるために、世の中の多様な「システム」に興味を持ち、ＡＰ設計者としてさまざまなインターフェイスを知るきっかけになるように、具体的な例をふんだんに提示しながら、ワークを活用し、理解していく流れで構成されています。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_interface.html

				126		レスポンシブＷＥＢデザインの基礎研修		１日間 ニチカン		1												本研修では、 Twitter Bootstrap を使って、閲覧する機器に応じてレイアウトが調整されたウェブページを作れることを目指します。

近年ではスマートフォンでのウェブアクセスが増えており、パソコン専用ページ・スマートフォン専用ページといったように機器ごとにページを作っていると、更新の手間や、更新忘れが発生してしまいます。そこで、１つのウェブページを、パソコンやスマートフォンなど、閲覧する機器に合わせてレイアウトを調整し、表示します。

本研修では、実際に、パソコン・スマートフォン・タブレットを使って、表示がどのように変わるかを確認しながら進めていきます。また、実際にウェブページを作りながら研修を進めるため、レスポンシブWEBデザインの基本的な概念を理解しやすくなります。
※パソコン、スマートフォン、タブレットは当社にて準備いたします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_responsive_design.html

				127		プロジェクトマネジメント研修		１日間 ニチカン		1												本研修は、プロジェクトマネージャーとして遂行に必要な手順を理解し、高いパフォーマンスを生むチームの構築ができる手法を学びます。

◆研修のポイント
①プロジェクトの定義～チーム全体の目標を明確にする
②業務管理のための計画～スケジュール作成・リスクとコストのマネジメント
③プロジェクトマネジメントの実施～進捗管理・関係者とのコミュニケーション
④プロジェクトの終結～次のプロジェクトのためのＰＤＣＡと評価		http://www.insource.co.jp/bup/promane.html

				128		営業マインド向上研修～エンジニア向け		１日間 ニチカン		1												エンジニアを対象とした、営業マインドを高め、営業活動支援やアフターサービスにおける貢献度をアップさせることをねらいとした研修です。特に、エンジニアが不得手といわれる次の２点の重要性を理解していただき、営業マインドの向上を養っていただきます。

① お客さま視点で問題点を考える
② ビジネスとしての採算性を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sales_mind.html

		ダイバーシティー関連研修 カンレン ケンシュウ		129		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」 ジョセイ ケンシュウ ヘン ジシン		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、女性が職場で活躍していくための課題と対応策について女性同士で考えていただけます。明るいキャリアビジョンを見出し、前向きな女性リーダーとして成長が期待できます。
◆研修のポイント
①組織に求められる自分の役割を考える
②過去を振り返りながら、自身のキャリアについて考える
③自分なりのリーダーとしての在り方を考える
④ワークライフバランスの実現を考える		http://www.insource.co.jp/bup/woman_leader.html

				130		女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーとしての足りないスキルを習得する」 ジョセイ ケンシュウ ヘン タ シュウトク		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、リーダーとして求められている役割を考え、今後の目標をかかげていただきます。女性リーダーとして課題と捉えていることの多いスキルを習得することで、自信に繋げていただけます。

◆研修のポイント
①リーダーとしての役割認識、女性リーダーが求められる時代背景の理解
②感情をマネジメントする安定力
③組織の判断軸の考えて決める判断力
④部下を成長させるための指導力		http://www.insource.co.jp/bup/womanleader_skillup.html

				131		女性リーダー研修～コミュニケーション能力向上編 ジョセイ ケンシュウ ノウリョク コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1								○		○		求められる役割を認識したうえで、その役割を果たすにあたってのリーダー像は一つではないことを知り、自分らしいリーダーシップについて考えていただきます。その後、リーダーとしての周囲とのコミュニケーション手法について学びます。		http://www.insource.co.jp/bup/woman_leader_communication.html

				132		女性リーダー研修（２日間） ジョセイ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2								○		○		（１日目）
女性リーダーとして活躍するために必要な考え方、スキルを考え、明日からの成長に向けた戦略・計画を明確にします。
（２日目）
女性リーダーとして活躍するために、先のキャリア・ビジョンを考え、不安を払拭し、前向きに成長に進む意識を高めます。		http://www.insource.co.jp/bup/woman_leader2.html

				133		（男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修		１日間 ニチカン		1										○		◆女性活躍を推進するための研修です。
本研修を通して以下の３点を学びます。
①世の中の流れを通して女性活用の重要さ、またはその効果
②女性リーダーやリーダー候補が実際に不安なポイント
③育成を支援するための効果的なコミュニケーションの方法		http://www.insource.co.jp/bup/training_female_leaders.html

				134		外国人社員受け入れ研修～必要な心構えを理解する		１日間 ニチカン		1								○		○		外国人社員を受け入れるにあたり、日本人とは異なる考え方（文化の違い）を持っていることが前提であることを認識していただきます。日本独特の文化も再認識したうえで、外国人社員の持つ能力を最大限に発揮させ、早期戦力化していくための心がまえを修得して頂きます。
◆研修のポイント
①自組織にとっての外国人採用の目的を考える
②文化とは何か考え、「違い」に対する理解を深める
③異文化理解をするための、コミュニケーションの取り方を考える
④外国人社員に対する、効果的な指示・指導方法を考える
⑤外国人社員の受け入れ計画を立てる		http://www.insource.co.jp/bup/bup_accepting_foreign_workers.html

				135		（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 ニホン ハタラ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						近年、日本で働く外国人の数が増加しています。しかし、慣れ親しんだ環境と大きく異なる日本の組織で働くことに、不安を抱えている方も少なくありません。いち早く日本の組織に馴染み、気持ちよく働いていくために大切な以下の２点について学んでいただきます。
１．日本と出身国の商習慣の相違の認識、日本の商習慣の文化的背景の理解
２．日本の職場や顧客から求められる具体的なビジネスマナー、仕事の進め方、コミュニケーションの取り方を習得する		http://www.insource.co.jp/bup/kiso_nonjapanese.html

				136		（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		１日間 ニチカン		1				○		○		○				本研修では、日本語や日本人の特徴を踏まえ、日本企業の文化を理解したうえで、日本企業で働く際に必要な組織で円滑に意思疎通を図るためのコミュニケーションスキルの修得を図ります。 
◆研修のポイント
①日本企業の特徴～背景や意図を理解する
②日本人のコミュニケーションの取り方を考える
③よく使われている言葉の意味や使い方を考える
④円滑なコミュニケーションに必要なスキルを身に付ける～挨拶・聴く・訊く		http://www.insource.co.jp/bup/bup_working_with_japanese.html

		人事担当者向け研修 ジンジ タントウシャ ム ケンシュウ		137		研修担当者レベルアップ研修 ケンシュウ タントウシャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1.5												本研修では、研修担当者としての役割を再認識し、現在の組織の研修ニーズを把握した上で、実際に研修企画を立てていただきます。 
「ＰＤＣＡサイクル」を意識した研修の企画・運営・効果測定・フォローアップといった研修管理のノウハウを学ぶことで、新たな研修形態・体系を計画するスキルを習得できる研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota3.html

				138		研修講師養成研修 ケンシュウ コウシ ヨウセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1												研修を実施する上での心構えと効果的な研修を行うのための、３つのポイントを学んでいただきます。
◆研修のポイント
①研修企画スキル
　研修のゴールの明確化、ゴールを実施するための手法、気付きを促す構成
②インストラクションスキル
　フィードバックの方法やホワイトボードの活用法など、「教える」ポイント
③コミュニケーションスキル
　受講者が主体的に参加できるような働きかけ、信頼関係を築く接し方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota1.html

				139		（社内講師向け）ビジネスマナー体験研修		１日間 ニチカン		1												「新人向けマナー研修の講師に任命されたものの、どのように研修を進めたら良いのかわからない」
「研修のイメージはできているが、自分が登壇する前に、実際の研修に参加して、万全の準備をしたい」
  本研修は、そのようなお客様のご要望から誕生した社内講師向けの体験型ビジネスマナー研修です。 研修では、実際のビジネスマナー研修をご体感いただきながら、適宜、講師としての研修進行上の工夫、注意点などについても解説させていただきます。受講者として、また、講師としての両方の視点からビジネスマナー研修について理解を深めていただくことが可能です。
＊研修講師としてのスキルアップを主目的とされる方は、研修講師養成研修をご受講ください。　		http://www.insource.co.jp/bup/bus_manner_tantousha.html

				140		(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		１日間 ニチカン		1												本研修では、メンター制度を成果に繋げるため、導入・運用する上での重要なポイントを学んでいただきます。

◆研修のポイント
①メンター制度を導入する上での、人事担当者の役割を考える
②メンター制度を運営する仕組みを理解し、効果的な仕掛けを考える
③メンターとメンティーのマッチングについて考える
④現場（指導場面）でのコミュニケーションに必要なポイントを習得する		http://www.insource.co.jp/bup/mentor_system.html

				141		良い人材を見抜くための採用面談研修 ヨ ジンザイ ミヌ サイヨウ メンダン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1												採用面接活動に関わる面接官には、以下の知識や能力が必要です。
　①マインド・・・採用官としての心構え
　②知識・・・面接の進め方
　③スキル・・・受験者の能力を見抜く洞察力と評価の仕方、質問の仕方
組織の将来を担う人材を確保する担当者としての役割をしっかりと認識し、採用面接官としてのマインドと知識・スキルを習得すると共に、模擬面接を通して実践力を身に付けます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_saiyo.html

				142		(人事担当者向け)女性活躍推進を考える研修 ジョセイカツヤクスイシン カンガ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1												本研修では以下の３つのポイントを絞って講義、グループワークを行います。
①組織の未来像を考える
②女性の未来のキャリア像を整理する
③女性が今以上に活躍するために周囲への働きかけ方を知る 
上記を通して、自社の女性活用には何が足りないのか、もしくは不安要素に気づいていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/positive_action.html























































































































http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_struct.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan_twodays.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bukmotivation.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku8.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_subordinate_communication.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_excel.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_ppt.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/newcomer_logical.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_critical_thinking.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/kasetsu_kouchiku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_jyouhou.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_settoku_debate.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_tenchopowerup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_ankenkouryaku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sales_playing_manager.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_comment.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call_tokusoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/monitoringfb.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sv_management.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/call_kpimanage.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/it_intro.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_pckanri.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/promane.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sales_mind.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_responsive_design.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_claim.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_summary.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_why.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_taimemanagement.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_assertive.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_filing.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/womanleader_skillup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/woman_leader_communication.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/woman_leader2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bus_manner_tantousha.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/mentor_system.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/positive_action.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/better_decision_making.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_knowledge_manage.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_menter.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sekuhara.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mental_self.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mynumber.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_comp.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_harassment.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_compliance_privacy.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_roumu_manage.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/shinjin_shigoto_comu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/followup_02.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/newcomer_comu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/com_sokushin.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_assertive.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadercom.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota8.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_filing.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_seiriryoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_jimu_opemiss.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku9.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumukaizen.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_soshiki_time.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/gyomu_flow.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_zaimu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota9.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_solution.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_logical.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku6.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_zukaisikou.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/over_the_wall.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/email_csup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_directions.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_claim4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_teiansyo.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho_logic.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota5.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_followership_twodays.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_powerpoint_present.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/claim_syokyu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_csup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_setsugu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bissinessmanar.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_hisyo_manner.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_claim1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_business_ad.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/calling_service_levelup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_setugu_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_hardclaim.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyokiso.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyodenwa3hour.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_shinkikaitaku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_teianryokkukkoujou.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyorel.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_salespresen.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_houjinsales.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_team_rule.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call6.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_telout.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/woman_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/training_female_leaders.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_accepting_foreign_workers.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/kiso_nonjapanese.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_working_with_japanese.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_saiyo.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_interface.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_it_youkenteigi.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_company_rule.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin5.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_motivation.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership_beginner.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_30_careerdesign.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/career_design_40s.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_pdca_risk_innovation.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mentalhealth_genba_bukashidou.html
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		■㈱インソース主催　平成,２７年度公開講座一覧（大阪開催）　【自己啓発型研修用】 シュサイ ヘイセイ ネンド コウカイ コウザ イチラン オオサカ カイサイ ジコ ケイハツ ガタ ケンシュウ ヨウ

		通番 ツウ バン		区分
（記載がないものは、一日） クブン キサイ イチニチ		研　修　名		ＨＰ		ス　キ　ル　区　分 ク ブン		ス　キ　ル　項　目 コウ メ										
　
階　　層

　　　　　　　　　
　　　　　　　階層は、あくまで目安ですので、等級に関わらず受講可です。 カイ ソウ カイソウ メヤス トウキュウ カカ ジュコウ カ														研　修　実　施　予　定　日　（　大　阪　開　催　） ケン オサム ジツ シ ヨ サダム ヒ ダイ サカ カイ サイ

												Ｍ：ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｷﾙ【経営・管理能力】
　　組織・人材開発/ｳﾞｨｼﾞｮﾝ・戦略etc

Ｃ：ｺﾝｾﾌﾟﾁｭｱﾙ・ｽｷﾙ【企画・問題解決力】
　　問題発見・解決　思考法/発想力etc

Ｔ：ﾃｸﾆｶﾙ・ｽｷﾙ【業務知識・遂行力】
　ﾌｧｲﾅﾝｽ・ＩＲ・税務・業務改善・私学行政etc

H：ﾋｭｰﾏﾝ・ｽｷﾙ【対人能力】
　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ｺｰﾁﾝｸﾞ・ﾏﾅｰetc

O:その他 ケイエイ カンリ ノウリョク ソシキ ジンザイ カイハツ センリャク キカク モンダイ カイケツ リョク モンダイ ハッケン カイケツ シコウホウ ハッソウリョク ギョウム チシキ スイコウ リョク ゼイム ギョウム カイゼン シガク ギョウセイ タイジン ノウリョク タ

																						ｲﾝｿｰｽが
考える対象者 カンガ タイショウシャ		管　理　職 カン リ ショク		一　　般　　職
　（　　）は新等級制度における等級 イッ ハン ショク

												Ｍ		Ｃ		Ｔ		Ｈ		Ｏ						係長
（3等級） カカリチョウ トウ キュウ		主任
（3等級） シュニン トウ キュウ		係員
（3等級） カカリイン トウ キュウ		係員
（2等級） カカリイン トウ キュウ		係員
（1等級） カカリイン トウ キュウ



		1				新人フォロー研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
コミュニケーションスキル						●		●				新人・若手								●		●		●		例） レイ		10/1		11/1		12/1		1/1

		2		2日間 ニチカン		（新人向け）ビジネス基礎研修～学生から社会人への意識と行動改革編		ＨＰ		考えるスキル								●				新人・若手								●		●		●

		3				ビジネスマナー研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		4				分かりやすい説明の仕方研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル
書くスキル						●		●				新人・若手								●		●		●

		5				パワーポイントプレゼンテーション研修		ＨＰ		書くスキル						●						新人・若手								●		●		●

		6				電話応対基礎研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		7				若手社員研修～主体性の発揮		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手								●		●		●

		8				（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する		ＨＰ		効率を高めるスキル
考えるスキル				●		●						新人・若手								●		●		●

		9				（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		10				財務基礎研修		ＨＰ		考えるスキル						●						新人・若手								●		●		●

		11				２年目フォローアップ研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手								●		●		●

		12				研修担当者レベルアップ研修		ＨＰ		育てるスキル
考えるスキル						●		●				新人・若手								●		●		●

		13				ＣＳクレーム対応研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		14		半日 ハンニチ		Microsoft Office研修～Excel2010		ＨＰ		ITスキル						●						新人・若手								●		●		●

		15				壁を乗り越える研修～若手向けモチベーションアップ		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手								●		●		●

		16				報告書・議事録の書き方研修		ＨＰ		書くスキル						●						新人・若手								●		●		●

		17		半日 ハンニチ		要約力強化研修～仕事は「要約」から始める！		ＨＰ		考えるスキル
書くスキル						●						新人・若手								●		●		●

		18				メンタルヘルス研修（セルフケア）		ＨＰ		考えるスキル								●		●		新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		19				ビジネス文書研修		ＨＰ		書くスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		20				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		ＨＰ		効率を高めるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		21				ロジカルシンキング研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		22				クレーム対応研修（中級）～ホスピタリティ精神を持ち、苦情対応に臨む		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		23				コミュニケーション研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		24				論理的で分かりやすい文書の書き方研修		ＨＰ		考えるスキル
書くスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		25				企画力研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		26				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		ＨＰ		考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		27				CS向上研修～ホスピタリティの意識を養う		ＨＰ		CSスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		28				ビジネスＥメールの書き方研修		ＨＰ		CSスキル
書くスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		29				マニュアル作成研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		30				事務職のための業務改善研修～ファイリング編		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		31				整理力向上研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		32				ひと目でわかる図解化研修		ＨＰ		考えるスキル
書くスキル				●		●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		33				接客マナー向上研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		34				プレゼンテーション研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		35				研修講師養成研修		ＨＰ		育てるスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		36				クレーム電話対応研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		37				Ｅメールの書き方研修～顧客満足度を高める編		ＨＰ		CSスキル
書くスキル						●						若手・新人・中堅				●		●		●		●		●

		38				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		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		39				クレームEメール対応研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル
書くスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		40				セールスプレゼンテーション研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅・管理職		●		●		●		●		●		●

		41				マーケティング研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		42				ロジカルシンキング研修～論理的思考を業務に生かす編		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		43				仕事の意欲向上研修		ＨＰ		考えるスキル
育てるスキル				●				●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		44				情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編		ＨＰ		考えるスキル
効率を高めるスキル
考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		45				説得力向上研修～ディベートによる能力開発		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		46				提案書の作り方研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル
書くスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		47				秘書研修～秘書としての仕事の仕方		ＨＰ		CSスキル
効率を高めるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		48				要件定義研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル
書くスキル
ITスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		49				アサーティブコミュニケーション研修		HP		コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅・管理職		●		●		●		●		●		●

		50				電話応対レベルアップ研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅				●		●		●

		51				３０代向けキャリアデザイン研修		ＨＰ		考えるスキル				●								中堅				●		●		●

		52				問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する		ＨＰ		考えるスキル
効率を高めるスキル
考えるスキル				●		●						中堅				●		●		●

		53				中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル
考えるスキル		●		●				●				中堅				●		●		●

		54		2日間 ニチカン		リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●		●		●				中堅				●		●		●

		55				現場マネージャー研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
コミュニケーションスキル		●		●				●				中堅				●		●		●

		56				接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を向上する		ＨＰ		CSスキル
考えるスキル				●				●				中堅				●		●		●

		57		2日間 ニチ カン		中堅社員研修（２日間）		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル
考えるスキル				●				●				中堅				●		●		●

		58				（社内講師向け）ビジネスマナー体験研修		ＨＰ		CSスキル
育てるスキル						●		●				中堅				●		●		●

		59				業務フロー作成研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
考えるスキル				●		●						中堅				●		●		●

		60				ベテランのためのビジネスマナー研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅				●		●		●

		61				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		ＨＰ		育てるスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		62				組織のタイムマネジメント研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル
考えるスキル		●		●								中堅・管理職		●		●		●		●

		63		半日 ハンニチ		ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル								●		●		中堅・管理職		●		●		●		●

		64				ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル		●						●				中堅・管理職		●		●		●		●



		65				リーダーコミュニケーション研修		ＨＰ		育てるスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		66				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		ＨＰ		考えるスキル				●				●				中堅・管理職		●		●		●		●

		67				女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーとしての足りないスキルを習得する」		ＨＰ		育てるスキル
考えるスキル				●				●				中堅・管理職		●		●		●		●

		68				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」		ＨＰ		考えるスキル				●								中堅・管理職		●		●		●		●

		69				業務改善研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
考えるスキル				●		●						中堅・管理職		●		●		●		●

		70				メンター研修		ＨＰ		育てるスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		71				ファシリテーション研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
コミュニケーションスキル						●		●				中堅・管理職		●		●		●		●

		72				交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達する		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		73				ハードクレーム対応研修～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		74				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		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
育てるスキル						●						中堅・管理職		●		●		●		●

		75				プロジェクトマネジメント基礎研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
コミュニケーションスキル		●				●		●				中堅・管理職		●		●		●		●

		76				判断力強化研修		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●						●		中堅・管理職		●		●		●		●

		77				(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（１日間）		ＨＰ		育てるスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		78				（人事担当者向け）女性活躍推進を考える研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル
考えるスキル		●						●				中堅・管理職		●		●		●		●

		79				メンタルヘルス研修		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル								●		●		中堅・管理職		●		●		●		●

		80				良い人材を見抜くための採用面談研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		81				段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する		ＨＰ		効率を高めるスキル
育てるスキル		●				●						管理職		●

		82		2日間 ニチカン		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）		ＨＰ		考えるスキル		●						●				管理職		●

		83				管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する		ＨＰ		育てるスキル		●										管理職		●

		84				上級管理職研修		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●				●				管理職		●

		85				リスクマネジメント研修～危機管理意識を向上し、未然に防ぐ方法を学ぶ		ＨＰ				●										管理職		●

		86				評価者研修		ＨＰ		育てるスキル
コミュニケーションスキル		●						●				管理職		●

		87				目標管理研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル		●										管理職		●

		88				変革リーダー研修～リーダーシップ強化編		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル
考えるスキル		●		●				●				管理職		●

		89				労務管理研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル		●				●						管理職		●

		90				部下モチベーション向上研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル
コミュニケーションスキル		●						●				管理職		●

		91		半日 ハンニチ		（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		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●								管理職		●

		92				（男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修		ＨＰ		育てるスキル								●				管理職		●

		93				ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
考えるスキル				●		●						管理職		●

		94				ハラスメント防止研修～管理職として組織への損害を考え、対策を立てる		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●				●						管理職		●



http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/newcomer_comu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_zaimu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/over_the_wall.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_summary.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mental_self.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/followup_02.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota8.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota9.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_claim1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho_logic.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku6.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_logical.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_csup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_filing.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_seiriryoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_zukaisikou.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_setsugu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota5.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call6.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/email_csup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_claim4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/claim_syokyu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_salespresen.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_marketing.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_logical.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_motivation.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_jyouhou.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_teiansyo.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_settoku_debate.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_hisyo_manner.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_it_youkenteigi.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/calling_service_levelup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_excel.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_30_careerdesign.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_solution.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_setugu_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_followership_twodays.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bus_manner_tantousha.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/gyomu_flow.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_business_ad.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin5.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_jishucoaching.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_soshiki_time.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sekuhara.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadercom.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/woman_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/womanleader_skillup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumukaizen.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_menter.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bissinessmanar.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku9.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_hardclaim.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_jimu_opemiss.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/promane.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/better_decision_making.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/mentor_system.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/positive_action.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_saiyo.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_directions.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_struct.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku8.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_roumu_manage.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bukmotivation.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_powerpoint_present.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/training_female_leaders.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_compliance_privacy.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_knowledge_manage.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_harassment.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_assertive.html

Csample

				講座一覧 コウザ イチラン

				No.		現等級 ゲン トウキュウ		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		公開講座 コウカイ コウザ

				1		L1/A1/O1		ビジネススキル初級必須 ショキュウ ヒッス		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する

				2				ビジネススキル初級選択 ショキュウ センタク		ロジカルシンキング研修

				3

				4						アサーティブコミュニケーション研修

				5						プレゼンテーション研修

				6		L2/A2/O2		リーダーシップ必須		リーダーシップ研修

				7				リーダーシップ選択 センタク		リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ

				8

				9						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

				10		L2/A3/O2		ビジネススキル中級選択 チュウキュウ センタク		プロジェクトマネジメント基礎研修

				11						ファシリテーション研修

				12						問題解決研修

				13		L3/A4/O3		マネジメント必須		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する カンリ ショク ム ケンシュウ

				14				ビジネススキル上級必須
※右記3科目全て要受講 ジョウキュウ ヒッス ウキ カモク スベ ヨウ ジュコウ		経営戦略研修 ケイエイ センリャク ケンシュウ

				15						マーケティング研修

				16						財務基礎研修

				17		海外勤務者のみ カイガイ キンムシャ				-









Ｌ１ Ａ１ Ｏ１

																								2016/2/26現在 ゲンザイ

		Ｌ１／Ａ１／Ｏ１向け研修スケジュール ム ケンシュウ

		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		ビジネススキル初級必須 ショキュウ ヒッス						ビジネススキル初級選択 ショキュウ センタク

		公開講座 コウカイ コウザ		（若手向け）
仕事の進め方研修
～PDCAを強化する～						ロジカルシンキング研修 ケンシュウ						アサーティブ
コミュニケーション研修 ケンシュウ						プレゼンテーション研修 ケンシュウ

				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ

				東京 トウキョウ		23				東京 トウキョウ		80				東京 トウキョウ		79				東京 トウキョウ		88

				大阪 オオサカ		5				大阪 オオサカ		16				大阪 オオサカ		12				大阪 オオサカ		22

				名古屋 ナゴヤ		4				名古屋 ナゴヤ		12				名古屋 ナゴヤ		12				名古屋 ナゴヤ		12



				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名

				4/22/16		東京 トウキョウ				4/14/16		東京 トウキョウ				4/14/16		大阪 オオサカ				4/15/16		東京 トウキョウ

				5/9/16		大阪 オオサカ				4/21/16		名古屋 ナゴヤ				4/16/16		東京 トウキョウ				4/18/16		東京 トウキョウ

				5/12/16		東京 トウキョウ				4/22/16		大阪 オオサカ				4/19/16		東京 トウキョウ				4/21/16		大阪 オオサカ

				5/24/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ				4/20/16		名古屋 ナゴヤ				4/21/16		名古屋 ナゴヤ

				6/3/16		東京 トウキョウ				5/2/16		大阪 オオサカ				5/2/16		東京 トウキョウ				4/26/16		東京 トウキョウ

				6/16/16		名古屋 ナゴヤ				5/2/16		東京 トウキョウ				5/9/16		東京 トウキョウ				4/28/16		大阪 オオサカ

				6/23/16		東京 トウキョウ				5/6/16		東京 トウキョウ				5/13/16		名古屋 ナゴヤ				5/6/16		東京 トウキョウ

				7/6/16		東京 トウキョウ				5/10/16		東京 トウキョウ				5/19/16		東京 トウキョウ				5/9/16		東京 トウキョウ

				7/22/16		東京 トウキョウ				5/12/16		名古屋 ナゴヤ				5/25/16		東京 トウキョウ				5/14/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		大阪 オオサカ				5/14/16		東京 トウキョウ				5/27/16		大阪 オオサカ				5/17/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		東京 トウキョウ				5/23/16		東京 トウキョウ				5/31/16		東京 トウキョウ				5/19/16		大阪 オオサカ

				8/23/16		東京 トウキョウ				5/30/16		東京 トウキョウ				6/6/16		名古屋 ナゴヤ				5/23/16		名古屋 ナゴヤ

				9/1/16		大阪 オオサカ				6/3/16		東京 トウキョウ				6/8/16		東京 トウキョウ				5/25/16		東京 トウキョウ

				9/8/16		東京 トウキョウ				6/7/16		東京 トウキョウ				6/14/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ

				9/12/16		名古屋 ナゴヤ				6/7/16		名古屋 ナゴヤ				6/17/16		東京 トウキョウ				6/6/16		東京 トウキョウ

				9/23/16		東京 トウキョウ				6/8/16		大阪 オオサカ				6/20/16		東京 トウキョウ				6/7/16		大阪 オオサカ

				10/6/16		東京 トウキョウ				6/15/16		東京 トウキョウ				6/21/16		大阪 オオサカ				6/10/16		名古屋 ナゴヤ

				10/28/16		東京 トウキョウ				6/20/16		東京 トウキョウ				6/23/16		東京 トウキョウ				6/11/16		東京 トウキョウ

				11/8/16		東京 トウキョウ				6/24/16		東京 トウキョウ				6/28/16		東京 トウキョウ				6/13/16		東京 トウキョウ

				11/22/16		大阪 オオサカ				6/27/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ				6/21/16		東京 トウキョウ

				11/24/16		東京 トウキョウ				7/4/16		東京 トウキョウ				7/11/16		東京 トウキョウ				6/23/16		大阪 オオサカ

				12/5/16		東京 トウキョウ				7/5/16		大阪 オオサカ				7/14/16		東京 トウキョウ				6/24/16		東京 トウキョウ

				12/7/16		名古屋 ナゴヤ				7/7/16		東京 トウキョウ				7/19/16		東京 トウキョウ				6/27/16		東京 トウキョウ

				12/14/16		東京 トウキョウ				7/12/16		東京 トウキョウ				7/21/16		大阪 オオサカ				6/29/16		東京 トウキョウ

				1/5/17		東京 トウキョウ				7/13/16		名古屋 ナゴヤ				7/21/16		名古屋 ナゴヤ				7/4/16		東京 トウキョウ

				1/27/17		東京 トウキョウ				7/15/16		東京 トウキョウ				7/22/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ

				2/7/17		東京 トウキョウ				7/20/16		東京 トウキョウ				7/23/16		東京 トウキョウ				7/7/16		名古屋 ナゴヤ

				2/21/17		大阪 オオサカ				7/23/16		東京 トウキョウ				7/27/16		東京 トウキョウ				7/11/16		東京 トウキョウ

				2/23/17		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ				8/3/16		東京 トウキョウ				7/12/16		大阪 オオサカ

				3/6/17		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ				8/8/16		東京 トウキョウ				7/14/16		東京 トウキョウ

				3/14/17		名古屋 ナゴヤ				8/2/16		東京 トウキョウ				8/12/16		東京 トウキョウ				7/19/16		東京 トウキョウ

				3/15/17		東京 トウキョウ				8/5/16		東京 トウキョウ				8/16/16		東京 トウキョウ				7/22/16		東京 トウキョウ

										8/9/16		大阪 オオサカ				8/24/16		大阪 オオサカ				7/23/16		東京 トウキョウ

										8/10/16		東京 トウキョウ				8/24/16		名古屋 ナゴヤ				7/25/16		東京 トウキョウ

										8/17/16		名古屋 ナゴヤ				8/25/16		東京 トウキョウ				7/27/16		大阪 オオサカ

										8/19/16		東京 トウキョウ				8/29/16		東京 トウキョウ				8/2/16		東京 トウキョウ

										8/22/16		東京 トウキョウ				9/2/16		東京 トウキョウ				8/2/16		名古屋 ナゴヤ

										8/25/16		大阪 オオサカ				9/7/16		東京 トウキョウ				8/5/16		東京 トウキョウ

										8/25/16		東京 トウキョウ				9/12/16		東京 トウキョウ				8/8/16		東京 トウキョウ

										8/30/16		東京 トウキョウ				9/13/16		名古屋 ナゴヤ				8/16/16		大阪 オオサカ

										9/5/16		東京 トウキョウ				9/15/16		東京 トウキョウ				8/17/16		東京 トウキョウ

										9/8/16		東京 トウキョウ				9/20/16		東京 トウキョウ				8/19/16		東京 トウキョウ

										9/13/16		東京 トウキョウ				9/21/16		大阪 オオサカ				8/20/16		東京 トウキョウ

										9/16/16		東京 トウキョウ				9/29/16		東京 トウキョウ				8/25/16		東京 トウキョウ

										9/20/16		大阪 オオサカ				10/4/16		東京 トウキョウ				8/30/16		東京 トウキョウ

										9/21/16		東京 トウキョウ				10/6/16		大阪 オオサカ				9/2/16		東京 トウキョウ

										9/26/16		東京 トウキョウ				10/7/16		東京 トウキョウ				9/5/16		東京 トウキョウ

										9/29/16		東京 トウキョウ				10/12/16		東京 トウキョウ				9/7/16		名古屋 ナゴヤ

										9/29/16		名古屋 ナゴヤ				10/12/16		名古屋 ナゴヤ				9/9/16		大阪 オオサカ

										10/3/16		東京 トウキョウ				10/15/16		東京 トウキョウ				9/9/16		東京 トウキョウ

										10/6/16		東京 トウキョウ				10/17/16		東京 トウキョウ				9/13/16		東京 トウキョウ

										10/7/16		大阪 オオサカ				10/20/16		東京 トウキョウ				9/21/16		東京 トウキョウ

										10/11/16		東京 トウキョウ				10/25/16		東京 トウキョウ				9/24/16		東京 トウキョウ

										10/14/16		東京 トウキョウ				10/27/16		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ

										10/19/16		東京 トウキョウ				10/31/16		東京 トウキョウ				9/27/16		大阪 オオサカ

										10/25/16		東京 トウキョウ				11/2/16		東京 トウキョウ				9/29/16		東京 トウキョウ

										10/25/16		名古屋 ナゴヤ				11/8/16		東京 トウキョウ				10/3/16		東京 トウキョウ

										10/27/16		東京 トウキョウ				11/11/16		大阪 オオサカ				10/6/16		東京 トウキョウ

										10/28/16		大阪 オオサカ				11/11/16		東京 トウキョウ				10/11/16		東京 トウキョウ

										10/31/16		東京 トウキョウ				11/14/16		東京 トウキョウ				10/14/16		大阪 オオサカ

										11/4/16		東京 トウキョウ				11/15/16		名古屋 ナゴヤ				10/14/16		東京 トウキョウ

										11/8/16		東京 トウキョウ				11/17/16		東京 トウキョウ				10/14/16		名古屋 ナゴヤ

										11/10/16		東京 トウキョウ				11/22/16		東京 トウキョウ				10/19/16		東京 トウキョウ

										11/14/16		東京 トウキョウ				11/25/16		東京 トウキョウ				10/22/16		東京 トウキョウ

										11/16/16		東京 トウキョウ				11/29/16		東京 トウキョウ				10/25/16		東京 トウキョウ

										11/21/16		大阪 オオサカ				12/2/16		東京 トウキョウ				10/26/16		大阪 オオサカ

										11/22/16		東京 トウキョウ				12/6/16		東京 トウキョウ				10/27/16		東京 トウキョウ

										11/24/16		名古屋 ナゴヤ				12/8/16		東京 トウキョウ				10/31/16		東京 トウキョウ

										11/25/16		東京 トウキョウ				12/14/16		東京 トウキョウ				11/4/16		東京 トウキョウ

										11/30/16		東京 トウキョウ				12/14/16		名古屋 ナゴヤ				11/5/16		東京 トウキョウ

										12/5/16		東京 トウキョウ				12/19/16		東京 トウキョウ				11/8/16		大阪 オオサカ

										12/8/16		東京 トウキョウ				12/20/16		大阪 オオサカ				11/8/16		東京 トウキョウ

										12/12/16		大阪 オオサカ				12/22/16		東京 トウキョウ				11/10/16		東京 トウキョウ

										12/13/16		東京 トウキョウ				1/6/17		東京 トウキョウ				11/14/16		東京 トウキョウ

										12/16/16		東京 トウキョウ				1/11/17		東京 トウキョウ				11/16/16		東京 トウキョウ

										12/20/16		名古屋 ナゴヤ				1/16/17		東京 トウキョウ				11/17/16		名古屋 ナゴヤ

										12/21/16		東京 トウキョウ				1/19/17		東京 トウキョウ				11/22/16		東京 トウキョウ

										1/5/17		大阪 オオサカ				1/20/17		大阪 オオサカ				11/24/16		大阪 オオサカ

										1/5/17		東京 トウキョウ				1/24/17		東京 トウキョウ				11/25/16		東京 トウキョウ

										1/10/17		東京 トウキョウ				1/26/17		東京 トウキョウ				11/30/16		東京 トウキョウ

										1/13/17		東京 トウキョウ				1/26/17		名古屋 ナゴヤ				12/5/16		東京 トウキョウ

										1/18/17		東京 トウキョウ				1/28/17		東京 トウキョウ				12/8/16		東京 トウキョウ

										1/24/17		東京 トウキョウ				1/30/17		東京 トウキョウ				12/13/16		東京 トウキョウ

										1/26/17		大阪 オオサカ				2/1/17		東京 トウキョウ				12/16/16		大阪 オオサカ

										1/26/17		東京 トウキョウ				2/7/17		東京 トウキョウ				12/16/16		東京 トウキョウ

										1/27/17		名古屋 ナゴヤ				2/10/17		東京 トウキョウ				12/17/16		東京 トウキョウ

										1/28/17		東京 トウキョウ				2/13/17		東京 トウキョウ				12/21/16		東京 トウキョウ

										1/30/17		東京 トウキョウ				2/14/17		名古屋 ナゴヤ				12/21/16		名古屋 ナゴヤ

										2/3/17		東京 トウキョウ				2/16/17		東京 トウキョウ				1/5/17		東京 トウキョウ

										2/7/17		東京 トウキョウ				2/21/17		東京 トウキョウ				1/6/17		大阪 オオサカ

										2/9/17		大阪 オオサカ				2/22/17		大阪 オオサカ				1/10/17		東京 トウキョウ

										2/9/17		東京 トウキョウ				2/24/17		東京 トウキョウ				1/13/17		東京 トウキョウ

										2/13/17		東京 トウキョウ				2/28/17		東京 トウキョウ				1/18/17		東京 トウキョウ

										2/15/17		東京 トウキョウ				3/3/17		東京 トウキョウ				1/23/17		大阪 オオサカ

										2/21/17		東京 トウキョウ				3/7/17		東京 トウキョウ				1/24/17		東京 トウキョウ

										2/21/17		名古屋 ナゴヤ				3/9/17		東京 トウキョウ				1/24/17		名古屋 ナゴヤ

										2/24/17		東京 トウキョウ				3/10/17		名古屋 ナゴヤ				1/26/17		東京 トウキョウ

										3/1/17		大阪 オオサカ				3/11/17		東京 トウキョウ				1/28/17		東京 トウキョウ

										3/6/17		東京 トウキョウ				3/15/17		東京 トウキョウ				1/30/17		東京 トウキョウ

										3/9/17		東京 トウキョウ				3/20/17		東京 トウキョウ				2/3/17		東京 トウキョウ

										3/14/17		東京 トウキョウ				3/23/17		大阪 オオサカ				2/7/17		大阪 オオサカ

										3/17/17		東京 トウキョウ				3/23/17		東京 トウキョウ				2/7/17		大阪 オオサカ

										3/22/17		東京 トウキョウ				3/27/17		東京 トウキョウ				2/7/17		東京 トウキョウ

										3/22/17		名古屋 ナゴヤ										2/9/17		東京 トウキョウ

										3/23/17		大阪 オオサカ										2/13/17		東京 トウキョウ

										3/25/17		東京 トウキョウ										2/15/17		東京 トウキョウ

										3/27/17		東京 トウキョウ										2/17/17		名古屋 ナゴヤ

										3/29/17		東京 トウキョウ										2/21/17		東京 トウキョウ

																						2/23/17		大阪 オオサカ

																						2/24/17		東京 トウキョウ

																						2/25/17		東京 トウキョウ

																						3/6/17		東京 トウキョウ

																						3/9/17		東京 トウキョウ

																						3/10/17		大阪 オオサカ

																						3/14/17		東京 トウキョウ

																						3/17/17		東京 トウキョウ

																						3/22/17		東京 トウキョウ

																						3/24/17		東京 トウキョウ

																						3/25/17		東京 トウキョウ

																						3/27/17		大阪 オオサカ

																						3/28/17		名古屋 ナゴヤ

																						3/30/17		東京 トウキョウ





Ｌ２ Ａ２ Ｏ２

																		2016/2/26現在 ゲンザイ

		Ｌ２／Ａ２／Ｏ２向け研修スケジュール ム ケンシュウ

		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		リーダーシップ必須 ヒッス						リーダーシップ選択 センタク

		公開講座 コウカイ コウザ		リーダーシップ研修 ケンシュウ						リーダー
コミュニケーション研修 ケンシュウ						コーチング研修 ケンシュウ

				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ

				東京 トウキョウ		70				東京 トウキョウ		53				東京 トウキョウ		87

				大阪 オオサカ		17				大阪 オオサカ		9				大阪 オオサカ		18

				名古屋 ナゴヤ		10				名古屋 ナゴヤ		5				名古屋 ナゴヤ		12



				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名

				4/14/16		大阪 オオサカ				4/27/16		大阪 オオサカ				4/15/16		東京 トウキョウ

				4/20/16		東京 トウキョウ				4/19/16		東京 トウキョウ				4/20/16		東京 トウキョウ

				4/26/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ				4/23/16		東京 トウキョウ

				5/2/16		東京 トウキョウ				5/2/16		東京 トウキョウ				4/25/16		東京 トウキョウ

				5/10/16		東京 トウキョウ				5/18/16		東京 トウキョウ				4/26/16		名古屋 ナゴヤ

				5/16/16		大阪 オオサカ				5/26/16		大阪 オオサカ				4/28/16		大阪 オオサカ

				5/18/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ				4/28/16		東京 トウキョウ

				5/20/16		名古屋 ナゴヤ				6/8/16		東京 トウキョウ				5/6/16		東京 トウキョウ

				5/27/16		東京 トウキョウ				6/16/16		東京 トウキョウ				5/11/16		東京 トウキョウ

				6/2/16		東京 トウキョウ				6/21/16		東京 トウキョウ				5/14/16		東京 トウキョウ

				6/7/16		東京 トウキョウ				6/25/16		東京 トウキョウ				5/16/16		東京 トウキョウ

				6/13/16		東京 トウキョウ				6/29/16		名古屋 ナゴヤ				5/20/16		大阪 オオサカ

				6/17/16		大阪 オオサカ				7/1/16		東京 トウキョウ				5/20/16		東京 トウキョウ

				6/24/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ				5/26/16		東京 トウキョウ

				6/30/16		東京 トウキョウ				7/11/16		大阪 オオサカ				5/27/16		名古屋 ナゴヤ

				7/5/16		大阪 オオサカ				7/14/16		東京 トウキョウ				6/1/16		東京 トウキョウ

				7/5/16		東京 トウキョウ				7/26/16		東京 トウキョウ				6/6/16		東京 トウキョウ

				7/8/16		東京 トウキョウ				8/3/16		東京 トウキョウ				6/10/16		大阪 オオサカ

				7/13/16		東京 トウキョウ				8/4/16		名古屋 ナゴヤ				6/10/16		東京 トウキョウ

				7/19/16		名古屋 ナゴヤ				8/10/16		東京 トウキョウ				6/15/16		東京 トウキョウ

				7/21/16		東京 トウキョウ				8/11/16		大阪 オオサカ				6/21/16		東京 トウキョウ

				7/25/16		東京 トウキョウ				8/18/16		東京 トウキョウ				6/23/16		名古屋 ナゴヤ

				7/27/16		大阪 オオサカ				8/26/16		東京 トウキョウ				6/25/16		東京 トウキョウ

				7/28/16		東京 トウキョウ				9/1/16		東京 トウキョウ				6/27/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		東京 トウキョウ				9/7/16		東京 トウキョウ				6/28/16		大阪 オオサカ

				8/9/16		東京 トウキョウ				9/13/16		東京 トウキョウ				7/5/16		東京 トウキョウ

				8/19/16		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ				7/8/16		東京 トウキョウ

				8/19/16		名古屋 ナゴヤ				10/5/16		東京 トウキョウ				7/9/16		東京 トウキョウ

				8/24/16		東京 トウキョウ				10/7/16		東京 トウキョウ				7/11/16		大阪 オオサカ

				8/26/16		大阪 オオサカ				10/13/16		東京 トウキョウ				7/13/16		東京 トウキョウ

				8/30/16		東京 トウキョウ				10/19/16		東京 トウキョウ				7/20/16		大阪 オオサカ

				9/1/16		東京 トウキョウ				10/21/16		名古屋 ナゴヤ				7/21/16		東京 トウキョウ

				9/5/16		大阪 オオサカ				10/22/16		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ

				9/6/16		東京 トウキョウ				10/24/16		大阪 オオサカ				7/27/16		名古屋 ナゴヤ

				9/8/16		名古屋 ナゴヤ				10/26/16		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ

				9/14/16		東京 トウキョウ				10/28/16		東京 トウキョウ				8/1/16		東京 トウキョウ

				9/23/16		東京 トウキョウ				11/1/16		東京 トウキョウ				8/5/16		大阪 オオサカ

				9/30/16		大阪 オオサカ				11/7/16		東京 トウキョウ				8/5/16		東京 トウキョウ

				9/30/16		東京 トウキョウ				11/10/16		東京 トウキョウ				8/10/16		東京 トウキョウ

				10/4/16		東京 トウキョウ				11/16/16		東京 トウキョウ				8/16/16		東京 トウキョウ

				10/7/16		東京 トウキョウ				11/17/16		大阪 オオサカ				8/19/16		名古屋 ナゴヤ

				10/11/16		東京 トウキョウ				11/22/16		東京 トウキョウ				8/20/16		東京 トウキョウ

				10/11/16		名古屋 ナゴヤ				11/25/16		東京 トウキョウ				8/23/16		東京 トウキョウ

				10/13/16		東京 トウキョウ				12/1/16		東京 トウキョウ				8/31/16		大阪 オオサカ

				10/17/16		大阪 オオサカ				12/7/16		東京 トウキョウ				9/5/16		東京 トウキョウ

				10/17/16		東京 トウキョウ				12/8/16		大阪 オオサカ				9/10/16		東京 トウキョウ

				10/20/16		東京 トウキョウ				12/14/16		名古屋 ナゴヤ				9/15/16		東京 トウキョウ

				10/24/16		東京 トウキョウ				12/16/16		東京 トウキョウ				9/21/16		東京 トウキョウ

				10/28/16		東京 トウキョウ				12/21/16		東京 トウキョウ				9/23/16		大阪 オオサカ

				11/2/16		東京 トウキョウ				1/6/17		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ

				11/7/16		東京 トウキョウ				1/12/17		東京 トウキョウ				9/28/16		名古屋 ナゴヤ

				11/10/16		名古屋 ナゴヤ				1/18/17		東京 トウキョウ				10/4/16		東京 トウキョウ

				11/11/16		東京 トウキョウ				1/20/17		大阪 オオサカ				10/7/16		東京 トウキョウ

				11/15/16		東京 トウキョウ				1/25/17		東京 トウキョウ				10/11/16		大阪 オオサカ

				11/17/16		東京 トウキョウ				1/27/17		東京 トウキョウ				10/12/16		東京 トウキョウ

				11/18/16		大阪 オオサカ				1/31/17		東京 トウキョウ				10/15/16		東京 トウキョウ

				11/21/16		東京 トウキョウ				2/6/17		東京 トウキョウ				10/17/16		東京 トウキョウ

				11/24/16		東京 トウキョウ				2/9/17		東京 トウキョウ				10/20/16		東京 トウキョウ

				11/29/16		大阪 オオサカ				2/15/17		東京 トウキョウ				10/25/16		東京 トウキョウ

				11/29/16		東京 トウキョウ				2/15/17		名古屋 ナゴヤ				10/27/16		東京 トウキョウ

				12/2/16		東京 トウキョウ				2/21/17		東京 トウキョウ				10/27/16		名古屋 ナゴヤ

				12/6/16		東京 トウキョウ				2/24/17		東京 トウキョウ				10/31/16		東京 トウキョウ

				12/7/16		名古屋 ナゴヤ				3/2/17		東京 トウキョウ				11/1/16		大阪 オオサカ

				12/9/16		東京 トウキョウ				3/8/17		東京 トウキョウ				11/2/16		東京 トウキョウ

				12/14/16		東京 トウキョウ				3/16/17		大阪 オオサカ				11/5/16		東京 トウキョウ

				12/19/16		東京 トウキョウ				3/17/17		東京 トウキョウ				11/8/16		東京 トウキョウ

				12/22/16		大阪 オオサカ				3/22/17		東京 トウキョウ				11/11/16		東京 トウキョウ

				12/22/16		東京 トウキョウ										11/14/16		東京 トウキョウ

				1/6/17		東京 トウキョウ										11/17/16		東京 トウキョウ

				1/10/17		東京 トウキョウ										11/22/16		東京 トウキョウ

				1/12/17		東京 トウキョウ										11/25/16		大阪 オオサカ

				1/12/17		名古屋 ナゴヤ										11/25/16		東京 トウキョウ

				1/16/17		大阪 オオサカ										11/29/16		東京 トウキョウ

				1/16/17		東京 トウキョウ										11/29/16		名古屋 ナゴヤ

				1/19/17		東京 トウキョウ										12/2/16		東京 トウキョウ

				1/23/17		東京 トウキョウ										12/6/16		東京 トウキョウ

				1/27/17		東京 トウキョウ										12/8/16		東京 トウキョウ

				2/1/17		東京 トウキョウ										12/10/16		東京 トウキョウ

				2/6/17		東京 トウキョウ										12/14/16		東京 トウキョウ

				2/8/17		大阪 オオサカ										12/15/16		名古屋 ナゴヤ

				2/8/17		名古屋 ナゴヤ										12/19/16		東京 トウキョウ

				2/10/17		東京 トウキョウ										12/22/16		大阪 オオサカ

				2/14/17		東京 トウキョウ										12/22/16		東京 トウキョウ

				2/16/17		東京 トウキョウ										1/6/17		大阪 オオサカ

				2/20/17		東京 トウキョウ										1/6/17		東京 トウキョウ

				2/23/17		東京 トウキョウ										1/11/17		東京 トウキョウ

				2/24/17		大阪 オオサカ										1/14/17		東京 トウキョウ

				2/28/17		東京 トウキョウ										1/16/17		東京 トウキョウ

				3/3/17		東京 トウキョウ										1/19/17		東京 トウキョウ

				3/3/17		名古屋 ナゴヤ										1/24/17		東京 トウキョウ

				3/7/17		東京 トウキョウ										1/25/17		名古屋 ナゴヤ

				3/9/17		大阪 オオサカ										1/26/17		東京 トウキョウ

				3/10/17		東京 トウキョウ										1/30/17		東京 トウキョウ

				3/15/17		東京 トウキョウ										2/1/17		大阪 オオサカ

				3/20/17		東京 トウキョウ										2/1/17		東京 トウキョウ

				3/23/17		東京 トウキョウ										2/7/17		東京 トウキョウ

				3/28/17		大阪 オオサカ										2/10/17		東京 トウキョウ

																2/11/17		東京 トウキョウ

																2/13/17		東京 トウキョウ

																2/16/17		大阪 オオサカ

																2/16/17		東京 トウキョウ

																2/16/17		名古屋 ナゴヤ

																2/21/17		東京 トウキョウ

																2/24/17		東京 トウキョウ

																2/28/17		東京 トウキョウ

																3/2/17		大阪 オオサカ

																3/3/17		東京 トウキョウ

																3/7/17		東京 トウキョウ

																3/9/17		東京 トウキョウ

																3/11/17		東京 トウキョウ

																3/15/17		東京 トウキョウ

																3/20/17		大阪 オオサカ

																3/20/17		東京 トウキョウ

																3/23/17		東京 トウキョウ

																3/23/17		名古屋 ナゴヤ

																3/24/17		東京 トウキョウ

																3/28/17		東京 トウキョウ





Ｌ２ Ａ３ Ｏ２

																		2016/2/26現在 ゲンザイ

				Ｌ２／Ａ３／Ｏ２向け研修スケジュール ム ケンシュウ

		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		ビジネススキル中級選択 チュウキュウ センタク

		公開講座 コウカイ コウザ		プロジェクトマネジメント
基礎研修 キソ ケンシュウ						ファシリテーション
研修 ケンシュウ						問題解決研修 モンダイカイケツ ケンシュウ

				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ

				東京 トウキョウ		41				東京 トウキョウ		79				東京 トウキョウ		58

				大阪 オオサカ		6				大阪 オオサカ		11				大阪 オオサカ		11

				名古屋 ナゴヤ		3				名古屋 ナゴヤ		6				名古屋 ナゴヤ		6



				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名

				4/19/16		東京 トウキョウ				4/14/16		東京 トウキョウ				4/19/16		東京 トウキョウ

				4/27/16		東京 トウキョウ				4/16/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ

				5/9/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ				4/28/16		大阪 オオサカ

				5/25/16		東京 トウキョウ				5/10/16		東京 トウキョウ				5/9/16		東京 トウキョウ

				5/26/16		大阪 オオサカ				5/12/16		大阪 オオサカ				5/10/16		名古屋 ナゴヤ

				6/1/16		東京 トウキョウ				5/18/16		東京 トウキョウ				5/17/16		東京 トウキョウ

				6/10/16		東京 トウキョウ				5/25/16		名古屋 ナゴヤ				5/27/16		東京 トウキョウ

				6/11/16		東京 トウキョウ				5/26/16		東京 トウキョウ				6/2/16		大阪 オオサカ

				6/16/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ

				6/17/16		名古屋 ナゴヤ				6/6/16		東京 トウキョウ				6/8/16		東京 トウキョウ

				6/29/16		東京 トウキョウ				6/14/16		東京 トウキョウ				6/11/16		東京 トウキョウ

				7/4/16		東京 トウキョウ				6/16/16		大阪 オオサカ				6/16/16		東京 トウキョウ

				7/12/16		東京 トウキョウ				6/22/16		東京 トウキョウ				6/21/16		東京 トウキョウ

				7/22/16		東京 トウキョウ				6/25/16		東京 トウキョウ				6/27/16		東京 トウキョウ

				7/28/16		東京 トウキョウ				6/30/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		東京 トウキョウ				7/4/16		東京 トウキョウ				7/12/16		大阪 オオサカ

				8/9/16		東京 トウキョウ				7/12/16		東京 トウキョウ				7/12/16		東京 トウキョウ

				8/17/16		東京 トウキョウ				7/13/16		大阪 オオサカ				7/15/16		東京 トウキョウ

				8/26/16		東京 トウキョウ				7/14/16		名古屋 ナゴヤ				7/21/16		東京 トウキョウ

				8/29/16		大阪 オオサカ				7/15/16		東京 トウキョウ				7/22/16		名古屋 ナゴヤ

				9/7/16		東京 トウキョウ				7/20/16		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ

				9/15/16		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ

				9/23/16		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ				8/1/16		東京 トウキョウ

				9/28/16		東京 トウキョウ				8/1/16		東京 トウキョウ				8/4/16		東京 トウキョウ

				10/6/16		東京 トウキョウ				8/4/16		東京 トウキョウ				8/10/16		東京 トウキョウ

				10/6/16		名古屋 ナゴヤ				8/8/16		大阪 オオサカ				8/16/16		東京 トウキョウ

				10/14/16		大阪 オオサカ				8/9/16		東京 トウキョウ				8/19/16		大阪 オオサカ

				10/14/16		東京 トウキョウ				8/17/16		東京 トウキョウ				8/26/16		東京 トウキョウ

				10/19/16		東京 トウキョウ				8/20/16		東京 トウキョウ				8/31/16		東京 トウキョウ

				10/31/16		東京 トウキョウ				8/22/16		東京 トウキョウ				9/5/16		東京 トウキョウ

				11/8/16		東京 トウキョウ				8/29/16		東京 トウキョウ				9/9/16		東京 トウキョウ

				11/21/16		東京 トウキョウ				9/1/16		東京 トウキョウ				9/13/16		東京 トウキョウ

				11/28/16		東京 トウキョウ				9/6/16		東京 トウキョウ				9/15/16		大阪 オオサカ

				11/30/16		東京 トウキョウ				9/8/16		大阪 オオサカ				9/16/16		東京 トウキョウ

				12/9/16		東京 トウキョウ				9/14/16		東京 トウキョウ				9/21/16		東京 トウキョウ

				12/13/16		大阪 オオサカ				9/21/16		東京 トウキョウ				9/21/16		名古屋 ナゴヤ

				12/15/16		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ				9/24/16		東京 トウキョウ

				12/20/16		東京 トウキョウ				9/29/16		名古屋 ナゴヤ				9/27/16		東京 トウキョウ

				1/5/17		東京 トウキョウ				9/30/16		東京 トウキョウ				10/3/16		東京 トウキョウ

				1/13/17		東京 トウキョウ				10/4/16		東京 トウキョウ				10/4/16		大阪 オオサカ

				1/18/17		東京 トウキョウ				10/7/16		東京 トウキョウ				10/5/16		東京 トウキョウ

				1/30/17		東京 トウキョウ				10/11/16		東京 トウキョウ				10/12/16		東京 トウキョウ

				2/7/17		東京 トウキョウ				10/13/16		東京 トウキョウ				10/18/16		東京 トウキョウ

				2/7/17		名古屋 ナゴヤ				10/15/16		東京 トウキョウ				10/24/16		東京 トウキョウ

				2/13/17		大阪 オオサカ				10/17/16		東京 トウキョウ				10/28/16		東京 トウキョウ

				2/20/17		東京 トウキョウ				10/20/16		東京 トウキョウ				11/4/16		大阪 オオサカ

				2/27/17		東京 トウキョウ				10/24/16		東京 トウキョウ				11/9/16		東京 トウキョウ

				3/6/17		大阪 オオサカ				10/26/16		大阪 オオサカ				11/11/16		名古屋 ナゴヤ

				3/10/17		東京 トウキョウ				10/28/16		東京 トウキョウ				11/15/16		東京 トウキョウ

				3/16/17		東京 トウキョウ				11/2/16		東京 トウキョウ				11/18/16		東京 トウキョウ

										11/7/16		東京 トウキョウ				11/21/16		東京 トウキョウ

										11/9/16		名古屋 ナゴヤ				11/24/16		東京 トウキョウ

										11/11/16		東京 トウキョウ				11/30/16		東京 トウキョウ

										11/15/16		東京 トウキョウ				12/5/16		東京 トウキョウ

										11/17/16		東京 トウキョウ				12/7/16		東京 トウキョウ

										11/21/16		東京 トウキョウ				12/12/16		大阪 オオサカ

										11/24/16		東京 トウキョウ				12/15/16		東京 トウキョウ

										11/28/16		大阪 オオサカ				12/20/16		東京 トウキョウ

										11/29/16		東京 トウキョウ				1/11/17		東京 トウキョウ

										12/2/16		東京 トウキョウ				1/16/17		大阪 オオサカ

										12/6/16		東京 トウキョウ				1/17/17		東京 トウキョウ

										12/9/16		東京 トウキョウ				1/20/17		名古屋 ナゴヤ

										12/10/16		東京 トウキョウ				1/23/17		東京 トウキョウ

										12/14/16		東京 トウキョウ				1/27/17		東京 トウキョウ

										12/19/16		東京 トウキョウ				2/8/17		東京 トウキョウ

										12/20/16		大阪 オオサカ				2/14/17		大阪 オオサカ

										12/22/16		東京 トウキョウ				2/14/17		東京 トウキョウ

										1/6/17		東京 トウキョウ				2/17/17		東京 トウキョウ

										1/10/17		東京 トウキョウ				2/20/17		東京 トウキョウ

										1/12/17		東京 トウキョウ				2/23/17		東京 トウキョウ

										1/13/17		名古屋 ナゴヤ				3/6/17		東京 トウキョウ

										1/16/17		東京 トウキョウ				3/8/17		東京 トウキョウ

										1/19/17		大阪 オオサカ				3/16/17		東京 トウキョウ

										1/19/17		東京 トウキョウ				3/16/17		名古屋 ナゴヤ

										1/23/17		東京 トウキョウ				3/27/17		大阪 オオサカ

										1/27/17		東京 トウキョウ

										2/1/17		東京 トウキョウ

										2/6/17		東京 トウキョウ

										2/10/17		東京 トウキョウ

										2/11/17		東京 トウキョウ

										2/14/17		東京 トウキョウ

										2/16/17		東京 トウキョウ

										2/20/17		東京 トウキョウ

										2/21/17		大阪 オオサカ

										2/23/17		東京 トウキョウ

										2/28/17		東京 トウキョウ

										3/3/17		東京 トウキョウ

										3/7/17		東京 トウキョウ

										3/9/17		名古屋 ナゴヤ

										3/10/17		東京 トウキョウ

										3/15/17		東京 トウキョウ

										3/20/17		東京 トウキョウ

										3/23/17		東京 トウキョウ

										3/24/17		大阪 オオサカ

										3/27/17		東京 トウキョウ

										3/29/17		東京 トウキョウ






Asample1

																		インソース　推奨研修プログラム一覧 スイショウ ケンシュウ イチラン



				ステージレベル																役割認識・マインドセット関係 ヤクワリ ニンシキ カンケイ

				ステージⅡ（主任）
ＡＥ　Ⅴ（主任） シュニン																中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.html

																				【フォローアップ】OJT指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.html

																				【フォローアップ】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

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.html

				ステージⅢ（係長）
ＡＥ　Ⅵ（係長） カカリチョウ																現場マネージャー研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.html

																				リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）

																				http://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.html

				ステージⅣ
（Ｍ・主管・ＴＬ）
ＡＥ　Ⅶ（主管） シュカン																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）

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.html

																				段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html

				ステージⅤ																管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.html



				ステージレベル																能力開発・ビジネススキル関係 ノウリョク カイハツ カンケイ

				ステージⅡ（主任）
ＡＥ　Ⅴ（主任）
ＡＥ　Ⅵ（係長） シュニン																ロジカルシンキング研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota9.html

																				【フォローアップ】問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_solution.html

																				【フォローアップ】アサーティブコミュニケーション研修 ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_assertive.html

																				プレゼンテーション研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota5.html

				ステージⅢ（係長）
ステージⅣ（Ｍ）
ステージⅣ（主管） カカリチョウ																企画力研修 キカクリョクケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku6.html

																				ひと目でわかる図解化研修 メ ズカイ カ ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_zukaisikou.html

																				【フォローアップ】リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadercom.html

																				【フォローアップ】業務改善研修 ギョウム カイゼン ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumukaizen.html

				ステージⅣ（ＴＬ）
ステージⅤ
ＡＥ　Ⅶ（主管）
																【フォローアップ】コーチング研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_jishucoaching.html

																				マーケティング研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_marketing.html

																				交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku4.html

																				ファシリテーション研修 ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku9.html

																				【フォローアップ】目標管理研修 モクヒョウ カンリ ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.html



																				※研修タイトル下のＵＲＬをクリックすると、該当研修ページへ移動します。 ケンシュウ シタ ガイトウ ケンシュウ イドウ



																						研修内容や受講の仕方などのご質問、ご相談については ケンシュウ ナイヨウ ジュコウ シカタ シツモン ソウダン

																						公開講座担当：高橋（０３－５２５９ー００７１）までお問い合わせ下さい。 コウカイ コウザ タントウ タカハシ ト ア クダ
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sample2

		階層別　役割認識基本スキル カイソウ ベツ ヤクワリ ニンシキ キホン

		No.		対象 タイショウ		公開講座 コウカイ コウザ		パック		東京 トウキョウ		大阪 オオサカ		名古屋 ナゴヤ

		1		配属後６カ月（目安） ハイゾク ゴ ゲツ メヤス		新人フォロー研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin5.html シンジン ケンシュウ		1		○		△		△

		2		入社２年目 ニュウシャ ネンメ		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.html		1		○		○		△

		3		新人～入社２年目 シンジン ニュウシャ ネンメ		★（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「報・連・相」
http://www.insource.co.jp/bup/newcomer_comu.html		1		○		○		×

		4		入社３～５年目 ニュウシャ ネンメ		若手社員研修～主体性の発揮
http://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.html		1		○		○		○

		No.		対象 タイショウ		公開講座 コウカイ コウザ		パック		東京 トウキョウ		大阪 オオサカ		名古屋 ナゴヤ

		5		主任クラス シュニン		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
http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.html		1		○		○		○

		6		係長クラス カカリチョウ		中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！
http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.html		1		○		○		○

		7		課長代理クラス カチョウ ダイリ		現場マネージャー研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.html		1		○		○		○

		8		係長～課長代理 カカリチョウ カチョウ ダイリ		★リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）
http://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.html		2		○		○		×

		No.		対象 タイショウ		公開講座 コウカイ コウザ		パック		東京 トウキョウ		大阪 オオサカ		名古屋 ナゴヤ

		9		新任課長クラス シンニン カチョウ		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）
http://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.html		2		○		○		○

		10				★段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html		1		○		○		○

		11		既存課長クラス キゾン カチョウ		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.html		1		○		○		△

		12				★段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html		1		○		○		○

		13		★新任・既存課長クラス シンニン キゾン カチョウ		評価者研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan.html		1		○		○		△

		14				目標管理研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.html		1		○		○		△

		15				（半日研修）ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_sekuhara.html		0.5		○		○		△

		16				メンタルヘルス研修～ラインケア
http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku3.html		1		○		○		△

		17		新任部長クラス シンニン ブチョウ		上級管理職研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_struct.html		1.5		○		△		×

										（2015年9月30日まで） ネン ガツ ニチ

										○・・・		３回以上開催予定 カイ イジョウ カイサイ ヨテイ

										△・・・		１～２回 カイ

										×・・・		０回 カイ
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Bsample1

		ジャンル		No		研修名（正式名称） ケンシュウ メイ セイシキ メイショウ		時間 ジカン		パック		対象階層 タイショウ カイソウ

												新人 シンジン		若手 ワカテ		中堅 チュウケン		管理職 カンリ ショク

		階層別の役割認識・基本スキル カイソウ ベツ ヤクワリ ニンシキ キホン		1		内定者研修～会社の常識 ナイテイシャ		半日間 ハンニチカン		0.5		○

				2		（新人向け）ビジネス基礎研修～学生から社会人への意識と行動改革編 キソ ケンシュウ ガクセイ シャカイ ジン イシキ コウドウ カイカク ヘン		２日間 ニチカン		2		○

				3		新人フォロー研修 シンジン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○

				4		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する ワカテ ム シゴト スス カタ ケンシュウ キョウカ		１日間 ニチカン		1				○

				5		２年目フォローアップ研修 ネンメ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○

				6		若手社員研修～主体性の発揮　（東京のみ　１０：００～１７：３０） ワカテ シャイン ケンシュウ シュタイセイ ハッキ トウキョウ		１日間 ニチカン		1				○

				7		壁を乗り越える研修 カベ ノ コ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○

				8		仕事の意欲向上研修 シゴト イヨク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				9		中堅社員研修（2日間） チュウケン シャイン ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2						○

				10		中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウケン シャイン ケンシュウ カンリ ショク ホサ ブ セイカ ダ		１日間 ニチカン		1						○

				11		リーダーシップ研修（初級）～計画・標準・確認型リーダーシップ		１日間 ニチカン		1				○		○

				12		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 ケンシュウ イシキ カイカク ブカ コウハイ ケンイン		１日間 ニチカン		1						○		○

				13		リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編 イクセイ ケンシュウ シュウイ マ コ エイキョウリョク キョウカ ヘン		2日間 ニチカン		2						○

				14		現場マネージャー研修 ゲンバ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				15		３０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				16		４０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				17		新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを始める編　 シンニン カンリ ショク ケンシュウ ジシン モ ハジ ヘン		２日間 ニチ カン		2								○

				18		段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する ダンド ケンシュウ ココロガマ ジョウセイ カンリ ショク シュウトク		１日間 ニチカン		1								○

				19		変革リーダー研修～リーダーシップ強化編 ヘンカク ケンシュウ キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1								○

				20		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） カンリ ショク ム ケンシュウ カダイ セイリ		１日間 ニチカン		1								○

				21		中級（課長級）管理職研修～PDCA・突破力編　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ トッパ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1								○

				22		中級（課長級）管理職研修～課長としてのあり方・現場力編　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ カチョウ カタ ゲンバ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1								○

				23		判断力強化研修 ハンダンリョク キョウカ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				24		上級管理職研修　（全国　9：00～18：00） ジョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ ゼンコク		１日間 ニチカン		1.5								○

		人材マネジメントスキル ジンザイ		25		ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編 シドウ シャ ケンシュウ シンジン コウハイ シドウ キホン シュウトク ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				26		メンター研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				27		部下モチベーション向上研修 ブカ コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				28		評価者研修 ヒョウカ シャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				29		評価者研修（２日間） ヒョウカ シャ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2								○

				30		目標管理研修 モクヒョウ カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				31		労務管理研修 ロウム カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				32		ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する ケンシュウ アンモク シ デンショウ		１日間 ニチカン		1								○

				33		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 ケンシュウ ブカ シュタイセイ ヒ ダ シュウトク		１日間 ニチカン		1						○		○

		リスクマネジメントスキル		34		（新人・若手向け）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		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

				35		メンタルヘルス研修（セルフケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				36		情報マネジメント研修～マイナンバー等個人情報の取扱いと管理		１日間 ニチカン		1						○		○

				37		ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する ボウシ ケンシュウ タダ リカイ		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○

				38		メンタルヘルス研修（ラインケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				39		ハラスメント防止研修～管理職として組織への損害を考え、対策を立てる ボウシ ケンシュウ カンリ ショク ソシキ ソンガイ カンガ タイサク タ		１日間 ニチカン		1								○

				40		コンプライアンス研修～組織における不祥事防止 ケンシュウ ソシキ フショウジ ボウシ		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○

				41		リスクマネジメント研修～危機管理意識を向上し、未然に防ぐ方法を学ぶ ケンシュウ キキ カンリ イシキ コウジョウ ミゼン フセ ホウホウ マナ		１日間 ニチカン		1								○

		コミュニケーションスキル		42		（新人向け）仕事の進め方研修（チームワークとコミュニケーション）		１日間 ニチカン		1		○		○

				43		（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」		１日間 ニチカン		1		○		○

				44		コミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				45		コミュニケーション研修～人間関係促進編 ケンシュウ ニンゲン カンケイ ソクシン ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				46		アサーティブコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				47		リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				48		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		１日間 ニチカン		1						○		○

		効率を高めるスキル コウリツ タカ		49		タイムマネジメント研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				50		事務職のための業務改善研修～ファイリング編 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				51		整理力向上研修 セイリ リョク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				52		マニュアル作成研修 サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				53		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 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ボウシ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○

				54		ファシリテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				55		業務改善研修 ギョウム カイゼン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				56		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 ソシキ ケンシュウ カンリ ショク タチバ ソシキ コウリツカ メザ		１日間 ニチカン		1						○		○

				57		業務フロー作成研修 ギョウム サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				58		Microsoft Office研修～Excel2010		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

				59		Microsoft Office研修～PowerPoint2010		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

		考えるスキル カンガ		60		新人・若手のためのロジカルシンキング研修 シンジン ワカテ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				61		財務基礎研修 ザイム キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				62		ロジカルシンキング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				63		クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を養い、課題発見能力を高める ケンシュウ ホンシツ ミヌ チカラ ヤシナ カダイ ハッケン ノウリョク タカ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				64		仮説構築力向上研修		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				65		問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する モンダイ カイケツ ケンシュウ ジョウ モンダイ カイケツ		１日間 ニチカン		1						○		○

				66		ロジカルシンキング研修～論理的思考を業務に生かす編 ケンシュウ ロンリテキ シコウ ギョウム イ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				67		情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編 ジョウホウ カツヨウ チカラ ヨウセイ ケンシュウカラ ジョウホウ シュウシュウ セイリ ブンセキ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				68		企画力研修 キカクリョク ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				69		ひと目でわかる図解化研修 メ ズカイ カ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				70		マーケティング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

		書く・伝えるスキル カ ツタ		71		ビジネスEメールの書き方研修 カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				72		ビジネス文書研修 ブンショ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				73		報告書・議事録の書き方研修 ホウコクショ ギジロク カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				74		Eメールの書き方研修～顧客満足度を高める編 カ カタ ケンシュウ コキャク マンゾクド タカ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				75		分かりやすい説明の仕方研修 ワ セツメイ シカタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				76		クレームEメール対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				77		説得力向上研修～ディベートによる能力開発 セットクリョク コウジョウ ケンシュウ ノウリョク カイハツ		１日間 ニチカン		1				○		○

				78		論理的で分かりやすい文書の書き方研修 ロンリテキ ワ ブンショ カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				79		提案書の作り方研修 テイアンショ ツク カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				80		交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達させる コウショウリョク コウジョウ ケンシュウ ジョウタツ		１日間 ニチカン		1						○		○

				81		プレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○		○

				82		パワーポイントプレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○		○

		ＣＳ（顧客対応）スキル コキャク タイオウ		83		ビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				84		ＣＳクレーム対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				85		CS向上研修～ホスピタリティの意識を養う コウジョウ ケンシュウ イシキ ヤシナ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				86		接客サービス・接客マナー向上研修 セッキャク セッキャク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				87		秘書研修～秘書としての仕事の仕方 ヒショ ケンシュウ ヒショ シカタ		１日間 ニチカン		1				○		○

				88		クレーム対応研修～ホスピタリティ精神を持ち、苦情対応に臨む タイオウ ケンシュウ セイシン モ クジョウ タイオウ ノゾ		１日間 ニチカン		1				○		○

				89		ベテランのためのビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				90		電話応対レベルアップ研修 デンワ オウタイ ケンシュウ		1日間 ニチカン		1				○		○

				91		接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を向上する セッキャク セツグウ ケンシュウ ソシキ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1						○

				92		CSリーダー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				93		ハードクレーム対応研修～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する タイオウ ケンシュウ タイオウ ムズカ クジョウ タイオウ コウジョウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				94		店長向けパワーアップ研修 テンチョウ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

		営業スキル エイギョウ		95		営業基礎研修 エイギョウ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				96		営業電話研修 エイギョウ デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				97		営業研修～新規開拓編 エイギョウ ケンシュウ シンキ カイタク ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				98		営業力強化研修～ソリューション提案力強化編 エイギョウ リョク キョウカ ケンシュウ テイアン リョク キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				99		営業職のためのリレーション構築向上研修 エイギョウ ショク コウチク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				100		セールスプレゼンテーション研修 ケンシュウ		1日間 ニチカン		1				○		○		○

				101		営業研修～営業経験者のための案件攻略 エイギョウ ケンシュウ エイギョウ ケイケンシャ アンケン コウリャク		１日間 ニチカン		1						○

				102		営業リーダー研修～チーム活性化の仕組みとルール エイギョウ ケンシュウ カッセイカ シク		１日間 ニチカン		1						○		○

				103		営業マネージャー研修　 エイギョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				104		営業向けプレイングマネージャー研修　（すべて９：００～１７：００）		１日間 ニチカン		1.5								○

		コールセンター・電話応対スキル デンワ オウタイ		105		電話応対基礎研修 デンワ オウタイ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				106		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 コウジョウ ケンシュウ アイテ マンゾク		１日間 ニチカン		1				○		○

				107		コメント作成力強化研修～お客様との会話を正しく記録する力向上編 サクセイ リョク キョウカ ケンシュウ キャクサマ カイワ タダ キロク チカラ コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				108		督促電話研修 トクソク デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				109		クレーム電話対応研修 デンワ タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				110		売上を上げるアウトバウンド研修 ウリアゲ ア ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				111		モニタリングスキル研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				112		（コールセンター向け）スーパーバイザー研修～SVとしての役割を知る ム ケンシュウ ヤクワリ シ		１日間 ニチカン		1						○		○

				113		モニタリングフィードバック研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				114		（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 ム ケンシュウ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1								○

				115		コールセンターマネジメント研修～KPIによる目標達成編		１日間 ニチカン		1						○		○

		半日間研修 ハンニチ カン ケンシュウ		116		（研修サプリ）要約力強化研修～仕事は「要約」から始める！ ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

				117		（研修サプリ）クレーム対応研修～ロールプレイングで猛特訓編 ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				118		（研修サプリ）タイムマネジメント～業務の優先順位付けをクセづける		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				119		（研修サプリ）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		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				120		（研修サプリ）なぜなぜ分析～考えるクセをつける		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				121		（研修サプリ）アサーティブコミュニケーション～言いにくいことを伝える		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○		○

		ＳＥ向け研修 ム ケンシュウ		122		ＩＴ入門研修 ニュウモン ケンシュウ		２日間 ニチカン		2

				123		パソコン社内管理者研修（CompTIA A+対応）		２日間 ニチカン		2

				124		要件定義研修（システム担当者向け） ヨウケン テイギ ケンシュウ タントウシャ ム		１日間 ニチカン		1

				125		ユーザーインターフェイス設計力向上研修		１日間 ニチカン		1

				126		レスポンシブＷＥＢデザインの基礎研修		１日間 ニチカン		1

				127		プロジェクトマネジメント研修		１日間 ニチカン		1

				128		営業マインド向上研修～エンジニア向け		１日間 ニチカン		1

		ダイバーシティー関連研修 カンレン ケンシュウ		129		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」 ジョセイ ケンシュウ ヘン ジシン		１日間 ニチカン		1						○		○

				130		女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーとしての足りないスキルを習得する」 ジョセイ ケンシュウ ヘン タ シュウトク		１日間 ニチカン		1						○		○

				131		女性リーダー研修～コミュニケーション能力向上編 ジョセイ ケンシュウ ノウリョク コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○

				132		女性リーダー研修（２日間） ジョセイ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2						○		○

				133		（男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修		１日間 ニチカン		1								○

				134		外国人社員受け入れ研修～必要な心構えを理解する		１日間 ニチカン		1						○		○

				135		（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 ニホン ハタラ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				136		（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		１日間 ニチカン		1		○		○		○

		人事担当者向け研修 ジンジ タントウシャ ム ケンシュウ		137		研修担当者レベルアップ研修 ケンシュウ タントウシャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1.5

				138		研修講師養成研修 ケンシュウ コウシ ヨウセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1

				139		（社内講師向け）ビジネスマナー体験研修		１日間 ニチカン		1

				140		(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		１日間 ニチカン		1

				141		良い人材を見抜くための採用面談研修 ヨ ジンザイ ミヌ サイヨウ メンダン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1

				142		(人事担当者向け)女性活躍推進を考える研修 ジョセイカツヤクスイシン カンガ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1

























































































































Bsample2

		ジャンル		No		研修名（正式名称） ケンシュウ メイ セイシキ メイショウ		時間 ジカン		パック
カウント数 スウ		ご金額 キンガク		対象階層 タイショウ カイソウ								研修内容 ケンシュウ ナイヨウ		ＵＲＬ

														新人 シンジン		若手 ワカテ		中堅
リーダー チュウケン		管理職 カンリ ショク

		階層別の役割認識・基本スキル カイソウ ベツ ヤクワリ ニンシキ キホン		1		内定者研修～会社の常識 ナイテイシャ		半日間 ハンニチカン		0.5				○								いわゆる社会人にとってわざわざ指導するものでもないとされてきた「会社の常識」について学べる研修です。
昨今の若手の傾向や職場での指導の都合によりこれらの教育が注目されています。 具体的には以下の内容についてお伝えいたします。
・大まかな心構え（まず、何でもやる！）
・謙虚な姿勢と配慮ある行動
・そこまで言わなきゃダメ？具体的行動例の説明		http://www.insource.co.jp/bup/bup_company_rule.html

				2		（新人向け）ビジネス基礎研修～学生から社会人への意識と行動改革編 キソ ケンシュウ ガクセイ シャカイ ジン イシキ コウドウ カイカク ヘン		２日間 ニチカン		2				○								インソースの新人研修では「チームで仕事をする考えとスキルを身につけること＝自立」
をテーマとしています。そのテーマを実現するため、本研修は以下の３つの柱で構成しております。①「ルールの遵守」②「ビジネスマナーの習得」③「関係者と円滑に仕事をする方法の習得」
すべての項目において演習を取り入れ、「頭でわかる」ではなく、「なぜそうなのか」を明確にして自分から「できる」ようになっていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin1.html

				3		新人フォロー研修 シンジン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○								入社してからの経験や悩みを共有しながら、改めて自分が目指すビジネスパーソン像を考えていただきます。社会人１年目としてきっちりと習得すべき「仕事の進め方」について、現場での実際の反省を踏まえ、ブラッシュアップします。

◆研修のポイント
①ＰＤＣＡサイクルの徹底～仕事を管理し、改善していく手法
②ホウ・レン・ソウ（報連相）しなければならないことの再確認～結果に責任を持つ
③質の高い仕事をするための優先順位のつけ方～業務を進めていく上の判断軸		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin5.html

				4		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する ワカテ ム シゴト スス カタ ケンシュウ キョウカ		１日間 ニチカン		1						○						仕事を進める上で「仕事の全体像」を把握しないために、計画的・効率的に仕事が進まないケースが多くあります。まず仕事の目的と全体像を把握し、計画的な仕事をすることで効果と効率を上げる仕事の仕方を理解していただきます。
PDCAを知ってはいるものの、うまく回らないことは多々あります。その際、「PDCA」のどこに改善すべき点があるのか、問題を発見する力が必要になります。本研修では、PDCAの基本を理解し、PDCAを行う際の注意点、進める上でよく行き詰まる点についての解決策を学び、仕事の実践力を向上していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.html

				5		２年目フォローアップ研修 ネンメ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○						２年目社員は、もう新人ではない一方で、相対的にスキルや経験が限られているという立場の関係上、日々の業務や周囲からの期待に対する不安を抱えている人が少なくありません。
本研修は、２年目社員の方々から実際にヒアリングしたデータを元に、２年目社員によくある不安を解消し、意欲的に今後の仕事に取り組んでいただくためのヒントを掴んでいただくことを目的としています。
具体的には下記の通りです。
（１）自分の立ち位置を客観的に把握する
（２）ＰＤＣＡやホウ・レン・ソウといったビジネス基本スキルを強化する
（３）今後、自分が何を目指し、そのために何を強化していく必要があるのかを理解する		http://www.insource.co.jp/bup/followup_02.html

				6		若手社員研修～主体性の発揮　（東京のみ　１０：００～１７：３０） ワカテ シャイン ケンシュウ シュタイセイ ハッキ トウキョウ		１日間 ニチカン		1						○						本研修は若手社員(入社３～５年目）を対象とした研修です。 研修で学んでいただく内容は以下の４点です。
①これまでの仕事を振り返り、客観的に自分の実力を把握
②入社３～５年目社員としての立場・役割を理解する＝「主体性」の発揮
③「主体性」を発揮する上で必要な判断基準、思考方法、改善手法の習得
④「主体性」を持って周囲を巻き込んで仕事をする方法の理解
本研修を通して、若手社員に求められる「主体性」を理解し、「主体的な行動」とは具体的にどのようなことなのかに気づき、明日から主体性を発揮した仕事ができる実行力を身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.html

				7		壁を乗り越える研修 カベ ノ コ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○						本研修はこれまでの社会人生活、学生生活を含め人生を振り返ってもらい自信をつけていただく研修です。研修の中では、壁をチャンスと捉えるためのポイントとして「考え方の切り替え」をお伝えいたします。また、これからの組織を担う人材として一人の活動に留まらず組織で取り組むための視点をお伝えします。		http://www.insource.co.jp/bup/over_the_wall.html

				8		仕事の意欲向上研修 シゴト イヨク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				主体的に自分自身のキャリアを築きあげるために必要な考え方を身につけていただきます。
【考え方を知る】自分の過去を振返り、考え方の傾向を知る
【ポジティブに考える】失敗を肯定的に捉える
【チームワークを高める】職場でのコミュニケーション改善を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_motivation.html

				9		中堅社員研修（2日間） チュウケン シャイン ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2								○				①自分の役割・求められる要素を認識する
②上下（組織内）の関係構築のキープレイヤーとして活躍できる
③問題発見・改善する手法を習得し、周囲を巻き込んだ取り組みができる
④業務・取り組みを継続する重要性を理解、手法を習得し、ＰＤＣＡを習慣化して行動できる		http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership_twodays.html

				10		中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！　
　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウケン シャイン ケンシュウ カンリ ショク ホサ ブ セイカ ダ		１日間 ニチカン		1								○				中堅社員は、管理職と現場メンバーの潤滑油として成果に貢献することが求められます。本研修では、管理職を補佐するスキルと後輩へのリーダーシップを学び、中堅社員のレベルアップを目指します。
◆研修のポイント
①中堅社員に求められる役割の認識
②上司へのフォロワーシップ～リスクのホウレンソウ、信頼される業務遂行
③部下へのリーダーシップ～日頃のコミュニケーション、業務の指示・指導		http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.html

				11		リーダーシップ研修（初級）～計画・標準・確認型リーダーシップ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修は（初級）の研修です。誰もができるリーダーシップの実践方法について学んでいただきます。目標達成のために計画を立て、業務を標準化し、確認の徹底することを習得いただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership_beginner.html

				12		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 ケンシュウ イシキ カイカク ブカ コウハイ ケンイン		１日間 ニチカン		1								○		○		リーダーとしての心構えや実践すべき具体的な行動論を学んでいただきます。メンバーの自主性を引き出し、チームの活性化を図ることを目指していただきます。
◆研修のポイント
①周囲から求められるリーダーとしての役割と心構え
②メンバーの仕事の管理方法～管理の基本ＰＤＣＡ
③チームを目標達成に導き、信頼関係をつくるコミュニケーションスキル		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.html

				13		リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編 イクセイ ケンシュウ シュウイ マ コ エイキョウリョク キョウカ ヘン		2日間 ニチカン		2								○				リーダーとして組織視点を強く持ち、周囲によい影響力を与えられることを目指します。自分たちが「今」どこに存在しているのかを理解し、当事者意識を持っていただきます。
◆研修のポイント
【１日目】
「リーダー像」を様々な視点から考え、現在の自分と、これから目指すべき姿を把握します。
①今までの自分のキャリアや経験　②組織や上司、部下から求められること
③自由な発想からの理想像　④自社の課題を踏まえる
【２日目】
当事者として、今身に付けるべき「Ｍｕｓｔ」なスキルを学んでいただきます。
①周囲を巻き込むリーダーコミュニケーション
②上司へのフォロワーシップ
③目標遂行や周囲をマネジメント		http://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.html

				14		現場マネージャー研修 ゲンバ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				本研修では、現場の業務をマネジメントする方法を習得します。
◆研修のポイント
①役割を理解する～現場をマネジメントするリーダーに求められる３つの要素
②業務のマネジメントを学ぶ～業務分担と業務進捗の管理における注意点
③部下のマネジメントを学ぶ～指示出し、報連相、フィードバック
④業務を効率化する～業務改善すべきポイントを発見する視点を学び、考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.html

				15		３０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		自己の強み・弱みや今までに培ったスキルなどをじっくり見つめ直し、成長の軌跡（キャリア）を振り返ります。その上で、自分の望む「未来像」をイメージし、それに向かうために何を行動に起こすかを具現化します。職場を離れた環境で、同じ世代が集結して考え語り合うことで、仕事に向き合う「姿勢」がより前向きになります。研修内容の６割以上を占める演習の効果としては、問題解決能力やプレゼンテーション能力の向上が期待できます。

対象：３５歳を中心に３０代の方
明確なキャリアデザインを行うことで、組織に依存せず自立的かつ、積極的に業務の遂行に取り組む社員・職員を育成することを目的とします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_30_careerdesign.html

				16		４０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		自己の強み・弱みや今までに培ったスキルなどをじっくり見つめ直し、成長の軌跡（キャリア）を振り返ります。その上で、自分の望む「未来像」をイメージし、それに向かうために何を行動に起こすかを具現化します。職場を離れた環境で、同じ世代が集結して考え語り合うことで、仕事に向き合う「姿勢」がより前向きになります。研修内容の６割以上を占める演習の効果としては、問題解決能力やプレゼンテーション能力の向上が期待できます。

対象：４０歳を中心に３０代後半から４０代中盤くらいの方		http://www.insource.co.jp/bup/career_design_40s.html

				17		新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを始める編　 シンニン カンリ ショク ケンシュウ ジシン モ ハジ ヘン		２日間 ニチ カン		2										○		新任管理職としての仕事の始め方を具体的に知り、役割を遂行するために必要なスキルを習得し、３ヶ月後に大きな成果を発揮することを目的とする。
（１）新任管理職としてやるべきことがわかる
昇格した以上、優秀な管理職であると思われたいもの。管理職として求められている事を知り、研修を通じて役割を遂行するための計画、準備、行動が分かります。
（２）新任管理職として防ぐべきことがわかる
新任管理職であっても業務上、トラブル、事故が発生すれば管理責任を問われます。リスク事項を知り、その上で、研修を通じて事前対策の立て方を学びます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.html

				18		段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する ダンド ケンシュウ ココロガマ ジョウセイ カンリ ショク シュウトク		１日間 ニチカン		1										○		管理職とは、部下に信頼され、上司に頼られるリーダーであることが求められます。そのため、プレイヤーとして活躍すると同時にマネジメントを行わなければなりません。本研修では、成果をあげる管理職として必要な３つのマネジメントスキルを習得していただきます。
◆研修のポイント
①部下育成～具体的な「ほめ方」「叱り方」などの指導方法
②業務管理と目標管理～職場における問題点を取り上げた改善計画
③リスク管理～「起こりうる可能性」と「影響度」からリスクの優先順位をつけ、
　 対策を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html

				19		変革リーダー研修～リーダーシップ強化編 ヘンカク ケンシュウ キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1										○		本研修では、変革実現に向けた手順と方法について理解します。
その上で、変革に求められるリーダー力を学びます。
◆研修のポイント
①変革リーダーに求められる３つの役割
②変革を行うための業務改善～改善をすることで変革の資源を生み出す
③変革を実践するリーダー力～目標共有、業務指示、パイプ役
④部下指導力～変革の風土を作る人材育成、計画と日頃のコミュニケーション		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_leader.html

				20		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する
　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） カンリ ショク ム ケンシュウ カダイ セイリ		１日間 ニチカン		1										○		管理職に求められる、組織・業務・人の３つのマネジメントを学びます。
◆研修のポイント
①組織のマネジメント～成果を上げるための目標設定とメンバーの巻き込み方
②業務のマネジメント～業務管理と外部との調整力
③人のマネジメント～育成プランの立て方と具体的な指導方法
【参考】労働基準法と労働安全衛生法の基本		http://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.html

				21		中級（課長級）管理職研修～PDCA・突破力編
　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ トッパ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1										○		＜中級（課長級）管理職研修＞は二部構成の研修内容となっております。
【ＰＤＣＡ・突破力編】では、①判断軸　②業績向上　③ＰＤＣＡ　④リスク管理　⑤新しいこと・成長戦略の５つの観点から、課長としての「仕事の進め方」と「未知の仕事への挑み方」を学びます。

収益とＩＳＯ２６０００に基づく判断軸、現業を８割でこなし、捻出した２割で業績を上げる、ＰＤＣＡのＤ（実行）における「勢い」の大切さ、社会的責任・ＳＮＳ・法務など最新の内容をふまえたリスク管理、部下の小さな発想の生かして新しい事を始める方法など、「現代の課長」として仕事を全うし、成果を出すための実践的なヒントを学んでいただくことのできる研修です。  ニブ コウセイ ケンシュウ ナイヨウ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_pdca_risk_innovation.html

				22		中級（課長級）管理職研修～課長としてのあり方・現場力編
　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ カチョウ カタ ゲンバ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1										○		＜中級（課長級）管理職研修＞は二部構成の研修内容となっております。
【課長としてのあり方・現場力編】では、①労務管理　②現場の組み立て方　③部下指導・育成　の３つの観点から、課長としての「あり方」と「現場の動かし方」を学びます。

現場の耐久力を高めるメンタルヘルス・残業対策、人時生産性を最大化するための業務の見極め方と采配の仕方、チャレンジと支援を通じて強い部下をつくる方法など、「現代の課長」として仕事を全うし、成果を出すための実践的なヒントを学んでいただくことのできる研修です。 		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mentalhealth_genba_bukashidou.html

				23		判断力強化研修 ハンダンリョク キョウカ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		意思決定の早さも今の管理職には大きく求められているものです。
現代の管理職には、仕事における多種多様な場面で何が最適なのか？を考え、判断・決断する力が求められています。この研修では物事を論理的に判断するための判断軸と判断プロセスとを確立・体得していただき、自律した人材への成長を促します。		http://www.insource.co.jp/bup/better_decision_making.html

				24		上級管理職研修 ジョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ		１日間
10：00～19：00 ニチカン		1.5										○		部長の最重要任務とは、市場のニーズに応え、ライバルを凌駕するための
組織改革に積極的に取り組むことです。そのために必要な考え方・スキルを身に付ける研修です。 
①新しく部長に就任される方が対象です。
②課長職など、それまでの中間管理職との役割の違いを理解していただきます。
③グループワークを通じ、改めて上級管理職としてのあり方を考える機会を持っていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_struct.html

		人材マネジメントスキル ジンザイ		25		ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編 シドウ シャ ケンシュウ シンジン コウハイ シドウ キホン シュウトク ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○		○		ＯＪＴの目的は、“自分で考えて動ける”自立した人材を育成することです。 
その育成にあたり、重要な３つの要素を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①ＯＪＴ指導者として求められる役割
②なって欲しい人材に育てるための「育成計画」の作成方法
③業務の指示の仕方、褒め方や叱り方など指導の方法		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.html

				26		メンター研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		新入社員や後輩のよき相談相手となるべく、メンターとしての役割や心構えを認識し、必要なコミュニケーションスキルを習得していただきます。
◆研修のポイント
①メンターの役割と心構え～コーチングとＯＪＴとの違い、参考事例
②メンタリングのポイント～メンティーが相談しやすい環境
③コミュニケーションスキル～関係構築とモチベーショアップ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_menter.html

				27		部下モチベーション向上研修 ブカ コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		部下がモチベーションを向上するためには、成長の実感、良好な人間関係、部下への関心、適切な評価がポイントとなります。
本研修では、部下のモチベーションについて以下の点に注目し、モチベーションを上手く向上する手法を習得します。
　①仕事の中で部下のモチベーションを低下させていた発言、行動、環境　
　②部下のモチベーションをもっと上げるための発言、行動、環境		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bukmotivation.html

				28		評価者研修 ヒョウカ シャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		評価者として、自分の部下・メンバーを組織の「あるべき人材像」へと成長させる意識改革、評価の手順やコツ、面談のポイントを学んでいただきます。
◆研修のポイント
①人材育成のための評価制度～評価をする意義を改めて考える
②能力評価の方法～自分の「偏り」を知り、正しい評価をする
③部下とのコミュニケーションとしての面談の進め方～信頼関係を築き、
　今後の指針を導く		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan.html

				29		評価者研修（２日間） ヒョウカ シャ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2										○		人事評価制度は、将来に向けた人材育成のためのツールです。評価者自身が評価制度の意義を理解し、公正に評価して、部下にフィードバックし成長意欲を向上することのできる能力が必要となります。 本研修では、評価者として求められる３点のスキルについて学びます。
一連の評価ができるスキルを習得するため、人材育成につながる評価制度の活用が可能となります。
　①目標設定・管理スキル　　②評価スキル　　③面談スキル		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan_twodays.html

				30		目標管理研修 モクヒョウ カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		組織が存続し続けるためには、常に高い組織目標を持ち、その目標に沿った部署メンバーの「成果の積上げ」が必要です。
そのためには、組織と部下の目標を適切に設定し、継続的にマネジメントすることが求められます。
本研修では、以下の４つのポイントを学んでいただきます。
①目標管理の意義
②組織、部下の目標設定方法
③部下が目標を前向きにとらえる動機づけ
④目標達成に向けた継続的なマネジメント方法

各項目ごとに演習を実施します。現場の部下や環境をイメージし、具体的な行動に落とし込んで考えるため、明日からできる目標管理スキルを身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.html

				31		労務管理研修 ロウム カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		労務管理は企業経営・企業業績を大きく左右する重要なポイントであることを、管理者は肝に銘じる必要があります。また、労務管理の責任は経営者のみならず管理者にもあることを強く認識すべきです。
本研修は、労働基準法等の基本知識およびワークライフバランス（仕事と生活の調和）を理解の上、組織の生産性や業務効率を高めるべく各種タイムマネジメント手法を習得していただきます。また、メンタルヘルスのラインケアについても学び、職場実践へとつなげていただきま		http://www.insource.co.jp/bup/bup_roumu_manage.html

				32		ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する ケンシュウ アンモク シ デンショウ		１日間 ニチカン		1										○		ナレッジ（知識）やノウハウを共有化し、組織での活用を考えます。
個々人の積み重ねてきたスキルを組織やチームで共有できれば、より効率的に業績を伸ばすことができます。この研修を通して情報伝達のスキルを習得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_knowledge_manage.html

				33		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 ケンシュウ ブカ シュタイセイ ヒ ダ シュウトク		１日間 ニチカン		1								○		○		部下の考えと行動を「引き出す」コーチングスキルを習得し、部下の成長と自主性を促進します。上司の判断軸をコーチングスキルを通して伝え、一定の判断軸を組織内に浸透させます。
◆研修のポイント
①相手の考えを知る傾聴スキル～話しやすい環境づくり、肯定的な表現方法
②さらに話を深める質問スキル～自ら考え動くための自発性の引き出し方
③相手の存在を認める承認スキル～モチベーションを支える褒め方と叱り方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_jishucoaching.html

		リスクマネジメントスキル		34		（新人・若手向け）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		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						企業を取り巻く社会環境の変化を背景に、コンプライアンス（法令順守）や情報資産管理の関心はますます高まっています。 本研修では、新人でも身近な問題として感じられる個人情報保護や情報セキュリティについて学びます。その後コンプライアンスのポイントを学んでいただくことによって、社会の中で重要な規範を意識していただくことを目的としています。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_comp.html

				35		メンタルヘルス研修（セルフケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、ストレスに対する理解を深め、自分のストレスに気づき、適切に対処する手法を学びます。
◆研修のポイント
①ストレスの関する知識
　～ストレス要因、ストレス反応、仕事への影響を考える
②ストレスへの対処方法（セルフケア）
　～否定的から肯定的な考え方への切り替えを試みる
③職場のコミュニケーション
　～エンロール・マネジメント（他者を巻き込む）について学ぶ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mental_self.html

				36		情報マネジメント研修～マイナンバー等個人情報の取扱いと管理		１日間 ニチカン		1								○		○		マイナンバー制度の開始や、昨今の標的型サイバー攻撃事例の増加に伴って、個人情報・機密情報など組織が保有する情報財産の安全管理への関心が高まってきました。

そこで本研修では、個人情報保護や情報セキュリティ強化の基本を学んだうえで、現状の見直しを行い、自組織における漏えい防止の取組みを具体的に考えます。加えて、研修の後半では、応用問題として、マイナンバー制度や特定個人情報保護についての概要を学び、安全管理に活かせるようにします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mynumber.html

				37		ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する ボウシ ケンシュウ タダ リカイ		半日間 ハンニチカン		0.5								○		○		本研修では、セクハラ・パワハラへの正しい理解を促します。①判断基準と②曖昧なグレーゾーンについての対処方法を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①セクシュアルハラスメントの判断基準となる「主観性」を前提とし、
　具体的な行動を知る
②パワーハラスメントの判断基準となる「主観性」を前提とし、
　具体的な行動を知る
③ハラスメント防止のための組織体制作りと相談を受けたときの
　アドバイス方法を理解する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sekuhara.html

				38		メンタルヘルス研修（ラインケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		ストレスやメンタルヘルスに対する正しい知識を身に付け、ご自身が自分や職場をどうしていくかを考え、導き出せる研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku3.html

				39		ハラスメント防止研修～管理職として組織への損害を考え、対策を立てる ボウシ ケンシュウ カンリ ショク ソシキ ソンガイ カンガ タイサク タ		１日間 ニチカン		1										○		知識付与としてのハラスメント防止研修ではなく、自身がハラスメントを起こしうる存在になりかねないことを認識し、具体的にどのような考え方に切り替えていく必要があるのか、さらに、自身の職場においてどのようなアクションを取り入れていく必要があるのかを実践的に考えていただく研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_harassment.html

				40		コンプライアンス研修～組織における不祥事防止 ケンシュウ ソシキ フショウジ ボウシ		半日間 ハンニチカン		0.5								○		○		社会を取り巻く環境の変化を背景に、コンプライアンス（法令遵守）の関心はますます高まっています。本研修は、事例を交えつつ、コンプライアンスの本質を学ぶと共に、コンプライアンス違反を防止するための体制づくりについて考えていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_compliance_privacy.html

				41		リスクマネジメント研修～危機管理意識を向上し、未然に防ぐ方法を学ぶ ケンシュウ キキ カンリ イシキ コウジョウ ミゼン フセ ホウホウ マナ		１日間 ニチカン		1										○		本研修では、内部・外部に存在する様々なリスクを洗い出し、その対策をシミュレートすることにより、実践的なリスク対応力を育成します。

◆研修のポイント
①リスク予防体制作り
②リスクの予測～多面的な視点から、より多くのリスクを洗い出す
③リスクの評価
④リスク顕在化対策～対策の種類と予防策の取り組み方を考える
⑤リスク顕在時の対応～迅速な対応のための対策を考えリスクの見直しを行う
⑥組織としてのリスク管理		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku8.html

		コミュニケーションスキル		42		（新人向け）仕事の進め方研修（チームワークとコミュニケーション）		１日間 ニチカン		1				○		○						仕事は一人で完結するものではなく、チームワークとコミュニケーションを意識しながら仕事を進めなければ個人としても組織としても成果が出ないことを学んでいただきます。目標があることの重要性とその立て方、仕事に着手する前の準備の重要性、リーダーシップの発揮（積極的な発言）、時間管理、進捗報告など、仕事におけるコミュニケーションの重要性と難しさをビジネスシミュレーションにより体得いただきます。 ビジネスシミュレーションではグループ対抗戦となるため、達成することの喜びも知っていただけます。		http://www.insource.co.jp/bup/shinjin_shigoto_comu.html

				43		（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」		１日間 ニチカン		1				○		○						職場（会社）でのコミュニケーションには、新人・若手世代による認識とのギャップが生じている可能性があります。苦手意識や個人的な取り方は様々ですが、必要なコミュニケーションが取れないのは問題です。これに対し、考え方や意識を変え、基本である「報」・「連」・「相」について学びます。ここでは理論や手法だけでなく、「報告を受ける人への配慮（＝タイミング、言い方等）」についても理解を深めます。
一時的に怒られそうな内容であっても、デキる社会人（=信頼されるビジネスパーソン）とは、必要なタイミングで、しかるべき相手に、最適な「報」・「連」・「相」ができる人であることをお伝えします。		http://www.insource.co.jp/bup/newcomer_comu.html

				44		コミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、メッセージのやりとりや意思伝達を円滑化する技術を身に付けていただきます。お客様との関係や上司・部下間の関係を、より良くしていただくことが目的です。
◆研修のポイント
①良いコミュニケーションのポイントを理解する～相手を主体として考える
②他者理解のための「傾聴力」～相手に話しやすいと感じてもらう方法
③相手の心情や要望を引き出す「質問力」～相手が答えやすい聞き出し方
④言いたいことが相手に伝えわるような話し方～事前準備、話の構成、表情		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota2.html

				45		コミュニケーション研修～人間関係促進編 ケンシュウ ニンゲン カンケイ ソクシン ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、聴く・訊く・話すの基本手法にとどまらず、人間関係促進・維持や課題達成・問題解決に応用できるコミュニケーションの手法を習得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/com_sokushin.html

				46		アサーティブコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		アサーティブとは、自他尊重をした上で自分の伝えたいことを相手に伝えることです。そのためのコミュニケーションスキルを習得していただきます。
◆研修のポイント
①自分のコミュニケーションパターンの把握
　～アサーティブになれない具体的場面を考え、現状を客観的に知る
②コミュニケーションの基本の習得
　～相手から信頼を得る聴き方や相手に納得してもらえる伝え方
③言いにくいことを伝える方法の習得～具体的なケーススタディによる練習		http://www.insource.co.jp/bup/bup_assertive.html

				47		リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修は、職場のリーダーとして目標達成に向け、部下やメンバーを巻き込んで業務遂行するためのコミュニケーションスキルを身につけることを目標とします。
◆研修のポイント
以下のコミュニケーション方法を学びます。
①組織の目標をメンバーへ共有する
②適切な業務指示を部下に与える
③部下の方が業務に詳しい場合の業務管理
④モチベーションが高い、もしくは低い部下への接し方
⑤他社・他部署との接点の役割を担う
⑥部下育成のための叱り方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadercom.html

				48		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		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、部下との円滑なコミュニケーションの取り方を学んでいただきます。部下に対する関心を強く持ち、積極的に関与することがコミュニケーションを機能させる最大のポイントであることを理解いただき、上司としてどのように対応すべきかを実践的に学んでいただきます。

◆研修のポイント
①部下との常識や価値観の違いを改めて認識する
②タイプ別の部下との関わり方を学び、自身の部下について考える
③部下の考えを知り、また自身の考えを理解してもらう方法を習得する
④部下の特性に合わせたコミュニケーションの取り方を習得する
⑤よくありがちなコミュニケーションの悩みをケース別で考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_subordinate_communication.html

		効率を高めるスキル コウリツ タカ		49		タイムマネジメント研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				タイムマネジメントの基本を学び、ご自身の業務管理を見直します。
◆研修のポイント
①今の自分のワークスタイルを把握する～業務ごとの所有時間の認識
②改善できる部分の検証する～仕事の分類化と時間短縮方法
③優先順位をつけるための考え方を習得する～着手する前のゴール設定		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota8.html

				50		事務職のための業務改善研修～ファイリング編 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				ファイリングは、誰もが簡単にできる業務改善活動です
～業務の無駄を省き、コスト削減できるファイリングのスキルを習得いただきます
ファイリングを上手く行うだけで、業務が目に見えてスムーズに進みます。 本研修では、文書ファイリングの作法、ルール決めの基本、ポイントを理解し、ファイリングの対象業務洗い出しから 具体的な進め方の検討・決定まで考えていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_filing.html

				51		整理力向上研修 セイリ リョク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、以下の３つの整理力を学ぶことにより、効率的かつ効果的な仕事の進め方を習得します。
①身の回りの整理力
ファイリングスキルを習得したうえで、机・かばんなどの環境整備、パソコン・ネットの活用方法を身につける
②仕事の整理力
タイムマネジメントスキルを習得したうえで、計画表とＴｏＤｏリストの使い方、ＰＤＣＡの活用を身につける
③頭の整理力
ロジカルシンキングスキルを習得したうえで、実務に役立つ手法を身につける		http://www.insource.co.jp/bup/bup_seiriryoku.html

				52		マニュアル作成研修 サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、業務改善の手段およびノウハウ共有・業務標準化の手段として、マニュアル作成の考え方と具体的手法の習得を図ります。
◆研修のポイント
①マニュアル作成の基本知識と種類別のポイント
②自らの業務をふまえたマニュアル作成～業務の洗い出しとアプローチ方法
③業務の性質に応じた作成方法～書式別の特徴・構成・ポイント
④読み手がわかりやすい文章のための注意点
⑤組織でのマニュアル活用～作成・管理・改善の計画		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho4.html

				53		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 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ボウシ ヘン		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、ミスの起こる原因や特徴を理解します。まず自分がミスを起こさないポイントを整理します。「人間はミスをしてしまうもの」を前提として、ミスを防止する仕組みについて学んでいただきます。
◆研修のポイント
①ミス防止のための思考
②仕事の分解
③適正なチェック
④業務の見直し
⑤ミス防止対策の計画作成		http://www.insource.co.jp/bup/bup_jimu_opemiss.html

				54		ファシリテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		会議のファシリテーター（中立の立場の会議進行役）に重要なスキルを学んでいただきます。会議を円滑に進め、合意形成へと導く力を身に付けていただきます。
◆研修のポイント
以下４つのポイントの習得を目指し、研修を進めます。
①場のデザインスキル
　会議の目的を押さえたうえで、事前準備とプロセス設計を行う
②対人関係のスキル
　傾聴や質問を通じて、参加者の意見や思いを会議の場で引き出す
③構造化のスキル
　議論の内容を明確にすることで共有を図りつつ、整理しながら論点を絞り込む
④合意形成スキル
　参加者の合意を得ながら、やることやらないことを決める		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku9.html

				55		業務改善研修 ギョウム カイゼン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		普段、業務を行っている際、少し工夫してやればもっと効率良くできるのでは、と思いながらも、 具体的に改善を考える時間も余裕もなくそのままになっていることが多々あります。
その、『少しの工夫』を研修内で洗い出し、具体的な改善行動計画に落とし込みます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumukaizen.html

				56		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 ソシキ ケンシュウ カンリ ショク タチバ ソシキ コウリツカ メザ		１日間 ニチカン		1								○		○		自部署の効率性の高め方について、実践力を身につけていただきます。
組織の効率化を考える上で、４つの柱を中心に研修を構成しております。
①業務改善　②業務の進捗管理　③整理・整頓　④人材育成
対症療法だけではなく、長期的な体質改善を前提とした「考え方」と「手法」を身につけます。 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・リーダーを育てます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_soshiki_time.html

				57		業務フロー作成研修 ギョウム サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				業務フローの作成・運用は個別の業務が属人化することを防ぎ、衆知を集めての業務運用を可能にします。結果、業務改善や知識の伝承、リスク管理が効果的に運用できるようになり、常に業務を改善していこうという前向きな力が生まれます。

本研修では、まず業務フローを作成する意味と作成方法を学びます。その後、特にリスク管理の観点から、実際に業務フローの作成方法を習得していただきます。非正規雇用の従業員の比率が高い職場や社員の異動が多い部署に、特に役立つ研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/gyomu_flow.html

				58		Microsoft Office研修～Excel2010		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						本研修では実際に講師と一緒に操作しながら、これまで旧バージョンで使っていた機能が、Excel2010においてどのような操作に変わったのかを学んでいただきます。
◆得られる知識・スキル
・リボンの機能による効率化　・入力、セル操作の快速化　・表、グラフ、図、デザインの便利技
・知っておくべき実践的なテクニック		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_excel.html

				59		Microsoft Office研修～PowerPoint2010		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						本研修では、これまで旧バージョンで使っていた機能が、Powerpoint2010においてどのような操作に変わったのかを学んでいただきます。
◆得られる知識・スキル
・見やすい文字、書式、スライド構成の設定　・効果的なイラスト、図解、写真の見せ方
・わかりやすい表、グラフの作成方法　・知っておくべき実践的な便利技		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_ppt.html

		考えるスキル カンガ		60		新人・若手のためのロジカルシンキング研修 シンジン ワカテ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						急速なグローバル化や会社の生き残りをかけた競争が激化している中、新人・若手に早く一人前になってもらいたいという意識は年々強まっています。一人前とは、「業務知識を習得」し、「考えて行動できる」状態であり、その状態になるために、まず新人・若手に求められることは以下の３つです。
１．指示や情報を頭の中で整理ができる
２．自分なりの結論や意見にまとめられる
３．上司や関係者にわかりやすく伝えられる
ロジカルシンキングのフレームワークを使い、現場で実際に起こり得るケースを事例に「いつ・どのように考えるべきなのか」を理解していただきます。研修を受講した翌日から、新人・若手がスムーズに行動できる考え方を鍛えます。		http://www.insource.co.jp/bup/newcomer_logical.html

				61		財務基礎研修 ザイム キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				～財務３表を理解し、組織のコスト意識を高める
この研修では、財務諸表、いわゆる決算書の基礎から各項目やその数字にどんな意味が込められているのか、そこから何を読み取ることが出来るのかなどを、豊富なケーススタディで解説します。危ない会社と伸びる会社を見分ける決算書の読解力を身につけていただきます。
		http://www.insource.co.jp/bup/bup_zaimu.html

				62		ロジカルシンキング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				ビジネスの上で論理的であるということは、筋道が立っており、かつ相手を納得できることが重要です。 本研修では、ロジカルシンキングの必要性と使い方について理解し、以下４つの考え方を現場で使えるよう、演習を通して習得していただきます。

◆研修のポイント
　①ＭＥＣＥ（全体像を捉えるための、要素の洗い出し方）
　②ロジックツリー（物事を分解し、関係性を表現するやり方）
　③ＳｏＷｈａｔ　/　ＷｈｙＳｏ（根拠と結論の繋ぎ方）
　④演繹法と帰納法（相手から納得を得るための話の展開方法）

「ロジカルシンキング」の手法を習得するにあたり、”用語が難しく頭に入りにくい”という問題があります。本研修では理解を高めるために、一つ一つの手法について、ビジネスでよくある具体的事例を用いながら、わかりやすい言葉で解説します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota9.html

				63		クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を養い、課題発見能力を高める ケンシュウ ホンシツ ミヌ チカラ ヤシナ カダイ ハッケン ノウリョク タカ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		本研修では、クリティカルシンキングの基礎的な考え方を習得いただきます。重要な要素・手順・注意点を学び、物事をありのまま受け入れるのではなく、現状を「疑う力」を実践していただきます。「疑う力」を養うことにより、課題発見能力・解決策提案力を鍛えていただきます。

◆研修のポイント
①クリティカルシンキングの基本的な考え方を理解し、身に付くスキルを知る
②思考力を鍛えるための、論理性や中立性などの重要な要素について考える
③クリティカルシンキングの手順を学び、それに沿って考える練習をする
④クリティカルシンキングを実践する際に必要な心構えや注意点を学ぶ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_critical_thinking.html

				64		仮説構築力向上研修		１日間 ニチカン		1						○		○		○		お客様の悩みや課題は表面的な事象に過ぎないことも少なくありません。そこに仮説構築力を持ったビジネスパーソンが深く入り込むことでより良い影響と効果を与えられるようになります。

指示通りに動くことだけに固執せず、「そもそもこの仕事の本質とは」を皮切りに仮説を立てながら深く考えていく仕事の進め方が求められています。

本講座では多種多様なケーススタディから仮説の立て方を知ることができます。		http://www.insource.co.jp/bup/kasetsu_kouchiku.html

				65		問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する モンダイ カイケツ ケンシュウ ジョウ モンダイ カイケツ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、現場にひそむ問題の真因の発見と解決策まで考えるプロセスを体験していただけます。
◆研修のポイント
①問題の発見方法～６つの視点から考える
②現状把握を分析する方法～数値分析とパレートの法則
③真因の追求方法～特性要因図の使い方
④課題設定と計画作成～優先順位の付け方とＰＤＣＡサイクルによる管理方法		http://www.insource.co.jp/bup/bup_solution.html

				66		ロジカルシンキング研修～論理的思考を業務に生かす編 ケンシュウ ロンリテキ シコウ ギョウム イ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修は、「ロジカルシンキングの使い方」を訓練する研修です。
ロジカルシンキングの手法を「実際に業務の中でどう活用するか」、「どのような場面で使うのか」をイメージし、具体的な業務に落とし込んで考えます。
【研修の進め方】
現場でよくあるトラブル事例を用いて研修を進めます。具体的には以下の４つの流れでロジカルシンキングの実践的活用方法を身につけていただきます。
①発生している問題の整理（構造化）
②原因の分析
③解決策の提示
④他者への説得・説明
演習を通して何度も繰り返し訓練することで、ロジカルシンキングの実践的な使い方を体得します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_logical.html

				67		情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編 ジョウホウ カツヨウ チカラ ヨウセイ ケンシュウカラ ジョウホウ シュウシュウ セイリ ブンセキ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				１．今ある問題について、真の原因を追究する手法を身につける ２．不確定な情報に対し、情報を集め、状況を数値で分析する力をつける ３．数値分析から、解決策を一つ選択する力をつける		http://www.insource.co.jp/bup/bup_jyouhou.html

				68		企画力研修 キカクリョク ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				良い「企画」を立案し、それを実現するためには、

（１）アイデアを形にするために効果的な情報の収集と分析を行う
（２）アピールポイントが明確な「企画書」を作成
（３）企画を実現させるための「プレゼンテーション」
という３つの過程が存在します。インソースの「企画力研修」で は、以上のような企画の３つのプロセスを行うポイントを中心として、個人・グループワークを多数織り交ぜながら、実践的な形で研修を進めていきます。
また、「企画を立ててはみたが、実現せず、放置されている」ということを防ぎ、確実に企画を実現させるための下準備や社内交渉の方法についてもご説明いたします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku6.html

				69		ひと目でわかる図解化研修 メ ズカイ カ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、図解化の基本的な手法と、図解化するための基本となるロジカルシンキングの基礎を学びます。
◆研修のポイント
①図解とは～文章のみのコミュニケーションを補う手法
②図解とロジカルシンキング～伝えたい情報をまず整理し、構造化する
③問題解決における図解化～目的に適した図解の使い方
④データの図解化～効果的な数字の見せ方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_zukaisikou.html

				70		マーケティング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		マーケティングの基礎知識と、その知識を実際に職場でどう活かすかを学ぶことができます。そして、
①マーケティングをする目的を理解する
②マーケティング戦略を立てるための、基本的なフレームワークを学ぶ
③実際にマーケティング戦略を立ててみる
という３段階の研修体系で、学問として捉えられがちなマーケティングを、より実践的なものとして身に付けていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_marketing.html

		書く・伝えるスキル カ ツタ		71		ビジネスEメールの書き方研修 カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						Ｅメールの活用は現代のビジネスシーンでは必要不可欠なツールとなりました。しかし、紙媒体との違いやＥメール独自の基本ルールや注意点を理解していないことで、思わぬロスや失敗を招くこともあります。
本研修では、ビジネス文書の基本を再確認し、ビジネス上でのＥメールの書き方と注意点や便利機能についての知識を習得いただきます。演習を実施することで知識の定着と実践力を養成します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho2.html

				72		ビジネス文書研修 ブンショ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				本研修では、読み手を意識することを大前提とし、相手にわかりやすい文書作成の方法を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①文書の基本的な構成ルール～主語・述語や一文あたりの文字数まで
②伝えたいことを簡潔にまとめる力～情報の取捨選択による要約
③相手が欲しい情報を考える力～キーワードや数字を記載する
④社外文書の基本的な型～ＦＡＸ送付状・書類送付状・案内状・お祝い状・お詫び状・お礼状・依頼状		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho1.html

				73		報告書・議事録の書き方研修 ホウコクショ ギジロク カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						報告書・議事録はビジネス文書の中でも、質の高さが求められます。本講座は報告書・議事録作成力の強化を目的としたプログラムです。誰もが分かる報告書・議事録を書くための要約のトレーニング、実際の報告書・議事録の作成演習等を行い、作成スキルを身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho3.html

				74		Eメールの書き方研修～顧客満足度を高める編 カ カタ ケンシュウ コキャク マンゾクド タカ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				ビジネスではお客さまやお取引先など、Eメールでやりとりをする状況が増えています。
本研修は、ビジネスで関わるステークホルダーとのEメールのやりとりに際し、相手と良い関係を築き、満足度を向上するEメールの考え方と作成方法を学びます。
Eメールは機械的になりやすく、誤解を招きやすいコミュニケーションツールです。そのため、お客様とのやりとりを事務的にこなすのではなく、相手を思いやるEメールのやりとりを通して自社のファンを増やしていく、つまりお客さまが「感動」するEメール対応ができることを目標としています。		http://www.insource.co.jp/bup/email_csup.html

				75		分かりやすい説明の仕方研修 ワ セツメイ シカタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				言いたいことを簡潔に相手に分かりやすく説明するスキルを習得するために、まず論理的思考を鍛えます。「なぜ相手に伝わらないのか」という原因を認識できていないことがよくあるため、普段自分では出来ていると思っていたことでも、実は出来ていなかったことに気付いていただきます。
◆研修のポイント
①意図の明確化～その話をする理由を伝える
②内容の整理～相手が話をのみこみやすい構造・展開
③話す技術～間の取り方・スピード・表情など		http://www.insource.co.jp/bup/bup_directions.html

				76		クレームEメール対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				近年、Eメールでクレーム対応をする場面が増えています。Eメールの場合は、「対応に時間がかかる」、「記録が残る」、「文書読解力や文書作成力が要求される」など、対面・電話でのクレーム対応以上に高度なスキルが求めらることもあります。
本研修では、クレーム対応のベーシックな対応手順と、Ｅメールそのものの特徴を踏まえたうえで、豊富な演習を交えながら、そのスキルを習得します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_claim4.html

				77		説得力向上研修～ディベートによる能力開発 セットクリョク コウジョウ ケンシュウ ノウリョク カイハツ		１日間 ニチカン		1						○		○				相手を説得することは、口論でも相手を否定するものでもありません。自分の主張を、他者が納得し得る「根拠」や「データ」を背景に、論理的に相手を理解に導くことです。本研修では、ディベートを通して、説得力向上のスキルを身につけていただきます。
※ディベートの勝敗ではなく、個々の能力開発を目的に講義を進めます。
本研修を通して、説得に必要な５つの能力開発を目的にしております。

①論理的思考力　 ②多面的視点からの思考力　③傾聴力　④本質追及力　⑤判断力		http://www.insource.co.jp/bup/bup_settoku_debate.html

				78		論理的で分かりやすい文書の書き方研修 ロンリテキ ワ ブンショ カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		本研修では、論理的な文章の書き方を学んでいただきます。読み手が必要とする情報を明確にし、分かりやすい文章の組み立て方を習得していただきます。
◆研修のポイント
①相手にとって、読みやすい簡潔な文章の書き方を学ぶ
　～相手の立場に立った要約力
②論理性を持った、わかりやすい文書の組み立て方を習得する
　～論理のピラミッド構造		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho_logic.html

				79		提案書の作り方研修 テイアンショ ツク カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				相手にとって魅力的な提案書とは何か？
魅力的な提案書のポイントである「ねらいが明確」・「メリット・デメリットが明確」「潜在的な課題解決も想定されている」を理解した上で、それぞれのポイントを押さえた提案書の作成スキルを習得していただきます。実務にすぐに役立つスキルとなりますので、提案書作成でお悩みの方は、是非受けていただきたい内容です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_teiansyo.html

				80		交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達させる コウショウリョク コウジョウ ケンシュウ ジョウタツ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、交渉とは、「相手を打ち負かすこと」ではなく、「お互いの利得の総和を最大にする」という考えのもと、様々な交渉の手法を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①相手に自分の意見を納待してもらう方法～相手に信頼される人になる
②事前準備の重要性～交渉前に相手のことを徹底して調べる、落としどころを決める
③交渉術のテクニック～３つの交渉術		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku4.html

				81		プレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○		○		プレゼンテーションの目的とは、相手に情報を提示し、理解・納得を得た上で、行動を起こしてもらうことです。そのため、本研修では以下の３要素を柱に学んでいただけます。
◆研修のポイント
①伝える内容～話の構造を整理する方法、内容を効果的にする話の展開方法
②伝える技術～間の取り方やスピードなど、「伝える」コツや配慮すべきポイント
③伝える手段～プレゼンテーション資料の効果的な使い方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota5.html

				82		パワーポイントプレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○		○		本研修では、パワーポイントを使って行うプレゼンテーションの効果を高めることをねらいとしています。基本的なパワーポイントの機能を理解し、相手が理解しをするために効果的な資料の作り方・プレゼンテーションのテクニックを習得していただきます。
◆研修のポイント
①パワーポイントを使用して、分かりやすい資料を作る
②視覚に訴える、有効なパワーポイントの使い方を学ぶ
③プレゼンテーションを行う前の、事前準備・予備知識を把握する
④聞き手にとって、わかりやすい話の進め方と話し方のテクニックを学ぶ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_powerpoint_present.html

		ＣＳ（顧客対応）スキル コキャク タイオウ		83		ビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						本研修では、ビジネスパーソンとして基本的なスキルのビジネスマナーを学んでいただきます。ビジネスマナーの基本知識や動作を体得していただき、 ビジネスを行う上で、「安心」や「信頼」を勝ち取る人材として成長していただくことを目指します。
◆研修のポイント
①表情・挨拶・身だしなみ　②言葉遣い・敬語　③人の話の「きき方」
④席次・名刺交換　⑤来客応対・名刺交換　⑥電話応対		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bissinessmanar.html

				84		ＣＳクレーム対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				新人やお客さま対応に不慣れな方にとって、クレーム対応は非常にストレスのかかるものであるばかりか、対応の不備によって更なる大きなクレームを招いてしまうことにもなりかねません。本研修は、クレーム対応のファーストステップとして、次の２点をポイントとしております。
１．ＣＳやホスピタリティマインドを身につけ、クレームを発生させないお客さま対応ができるようになる
２．発生してしまったクレームを悪化させることなく収拾させるクレーム対応の基本ステップを体得する		http://www.insource.co.jp/bup/claim_syokyu.html

				85		CS向上研修～ホスピタリティの意識を養う コウジョウ ケンシュウ イシキ ヤシナ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				本研修では、ＣＳを発揮するための基本的な考え方を身に付けていただきます。その上でＣＳを実現するスキルを身につけ、組織全体でのＣＳ向上策を学びます。
◆研修のポイント
①お客さまの立場からＣＳを考える
②ＥＳ（従業員満足）について、自組織の仕事環境の改善点を改めて見直す
③ホスピタリティの考え方を理解し、具体的な行動を洗い出す
④ＣＳに必要不可欠なマナーの基本を理解する
⑤自組織のＣＳ改善点を洗い出し、改善策を作成する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_csup.html

				86		接客サービス・接客マナー向上研修 セッキャク セッキャク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				接客では、まず「最高のサービス」「あるべき姿」をイメージすることが大切です。本研修では、自店における「最高のサービス」を考え、「良い接客」をするための考え方を理解します。その上で、良い接客の具体的な対応方法について、講義-演習の繰り返しをしながら学んでいただきます。
今やお客さまへ一律の対応をするだけでは満足をいただけない時代です。そのため、マニュアルを理解した上で、「機転」「アドリブ」について考えます。店側・お客さま側の両者の視点から考え、さらなる接客力向上を図ります。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_setsugu.html

				87		秘書研修～秘書としての仕事の仕方 ヒショ ケンシュウ ヒショ シカタ		１日間 ニチカン		1						○		○				秘書に求められる役割を認識した上で、秘書業務の考え方と進め方について習得していただきます。仕事を進める上で秘書には「気が利くこと」が求められます。「気の利いた」仕事をするため、以下の４つの項目について現場の具体的な業務と照らし合わせながら、改善できるポイントを見つけていきます。
◆研修のポイント
①ホスピタリティ～上司のサインを察知し、思いやりを持って期待に応える
②主体的行動～率先して仕事に取り組むために目的意識を持ち仮説を立てる
③リスク予防～突発的な仕事が降りかかった時に対応できるための方法
④コミュニケーション ～日常会話での聴き方・訊き方・報連相		http://www.insource.co.jp/bup/bup_hisyo_manner.html

				88		クレーム対応研修～ホスピタリティ精神を持ち、苦情対応に臨む タイオウ ケンシュウ セイシン モ クジョウ タイオウ ノゾ		１日間 ニチカン		1						○		○				この研修では、より良いクレーム対応のため、クレームが発生する要因や対応の基本手順を理解していただきます。
◆研修のポイント
①クレーム対応における、おさえたい４つの基本手順
②よくある困った際のケース別対応方法
③クレーム削減のための、組織的に対応する仕組み作り		http://www.insource.co.jp/bup/bup_claim1.html

				89		ベテランのためのビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				仕事に慣れていくうち、基本的なビジネスマナーが疎かになり我流になることがあります。本研修は、あるべきビジネスマナーの考え方・型を再確認するとともに、自分だけでなく組織の業務効率をあげるために必要な行動のとり方を学びます。

これまで内勤だったが、異動や転職により外部の方との接触が増えた方、社会人としての行動を改めて考え身につけたい方などにお勧めの研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_business_ad.html

				90		電話応対レベルアップ研修 デンワ オウタイ ケンシュウ		1日間 ニチカン		1						○		○				ビジネスでの電話応対経験者を対象にした研修です。顧客満足の意識向上を前提に、経験して感じた課題・悩みを共有しながら解決策を考えていきます。電話だからこそ求められるコツ・テクニックを学び、さらなるスキルの向上を目指します。		http://www.insource.co.jp/bup/calling_service_levelup.html

				91		接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を向上する セッキャク セツグウ ケンシュウ ソシキ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1								○				接客・接遇リーダーとして求められるのは、自分の接客スキルだけではなく、組織としての接客力向上です。そのため、本研修では、接客力向上のための「環境作り」とメンバーへの「指導力」に焦点を当てて学んでいただきます。
現場で「いつ」「誰に」「どのような」指導をすべきか、演習を通して考えていただきますので、翌日から改善の一歩を踏み出すことができます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_setugu_leader.html

				92		CSリーダー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				ＣＳの向上は、業務の最優先課題です。まずご自身の役割を認識していただきます。そして、ＣＳのポイントを学んでいただいた上で、ＣＳを推進していくためのチームワーク発揮のコミュニケーションスキルを身に付けていただきます。また、ＣＳ推進のために部下・後輩の育成も重要であるため部下後輩の育成のスキルも身に付けていただきます。習得目標は以下の４点です。
①リーダーとしての役割認識
②ＣＳを踏まえた対社外向けのコミュニケーションスキル
③チームワークを発揮するためのコミュニケーションスキル
④部下・後輩を育成するための指導・コミュニケーションスキル		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leader.html

				93		ハードクレーム対応研修～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する タイオウ ケンシュウ タイオウ ムズカ クジョウ タイオウ コウジョウ		１日間 ニチカン		1								○		○		クレーム対応の上級編です。ハードクレームや困難クレームの対応力の修得を図ります。本研修は、①解の無い中での判断力、②ストレスフルな状況での適応力、 ③よりよい着地点へと収束させるための交渉力の３つの要素で構成されています。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_hardclaim.html

				94		店長向けパワーアップ研修 テンチョウ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		店舗の売上を上げることをミッションとする店長のための研修です。

①現在の環境における店長としての役割認識
②自店の顧客セグメント化と販売戦略立案
③販売戦略の遂行（組織全体で実施するための方法）

以上の３点について、受講者本人の具体的な事例に基づいて学んでいただく実践的な研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_tenchopowerup.html

		営業スキル エイギョウ		95		営業基礎研修 エイギョウ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						本研修では、営業活動における基本的な知識と流れを学んでいただきます。各営業プロセスにおいて、行為の目的もお伝えするため、初めて営業される方にわかりやすい内容です。
◆研修のポイント
①営業の基礎～受注までのステップを理解する
②営業のマナーやルール～訪問・商談の流れと動き方を学ぶ
③効率的な仕事の進め方～優先順位と報連相を徹底する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyokiso.html

				96		営業電話研修 エイギョウ デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						本研修では、以下のポイントを習得します。
　　①電話営業で求められるポイントを理解する
　　②自社のサービス・商品のメリット、デメリットなど商品特性を理解する
　　③電話応対に求められるコミュニケーションスキルを習得する
　ロールプレイングを通して、「電話をかける～自社の商品を説明する～今後の取引につなげる」といった一連の流れを体得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyodenwa3hour.html

				97		営業研修～新規開拓編 エイギョウ ケンシュウ シンキ カイタク ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				新規開拓営業では、初めてのお客さまとの接触をしなければなりません。
そのため、本研修では以下のポイントを習得します。
　①新規営業に求められるスタンスを理解する
　②新規に狙うべき顧客を選定する方法を習得する
　③新規先への訪問時のポイント、訪問量を理解する
自分の現状を振り返りながら、新規営業活動における強み・弱み、課題を具体的な行動レベルで発見できます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinkikaitaku.html

				98		営業力強化研修～ソリューション提案力強化編 エイギョウ リョク キョウカ ケンシュウ テイアン リョク キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、以下のポイントを習得します。
　①提案の際に必要となる情報のヒアリング力を習得する
　②情報を掘り下げて考え、顧客の本来の課題を考える力を習得する
　③顧客にあった提案を説明し、クロージングする力を習得する
ニーズのヒアリング、ヒアリング情報からの仮説構築、提案作成力、説明力について、「提案」を主とした包括的な営業スキルを身につけていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_teianryokkukkoujou.html

				99		営業職のためのリレーション構築向上研修 エイギョウ ショク コウチク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、以下のポイントを習得します。
　①営業としてのあるべきマナー、知識を考える
　②お客さまの状況を理解し、察知する意識を日常化する
　③お客さまの状況に合った情報提供、提案する力を習得する
　④お客さまとの密接な関係を築くコミュニケーション力（雑談力）を習得する
多数の演習を通し、研修で学んだことを現在の自分の課題に落とし込み、具体的な対策を考えます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyorel.html

				100		セールスプレゼンテーション研修 ケンシュウ		1日間 ニチカン		1						○		○		○		商談では自社のサービス説明だけで終始してしまっては意味がありません。
お客様の要望を踏まえ、それに応える情報や自社のサービスを伝えることが重要です。 本研修では以下の３つを実践的に考えることを目的としています。
①お客様のニーズを探る
②自社の魅力（武器）を知る
③商談現場で使える商談トークのシナリオを作る		http://www.insource.co.jp/bup/bup_salespresen.html

				101		営業研修～営業経験者のための案件攻略 エイギョウ ケンシュウ エイギョウ ケイケンシャ アンケン コウリャク		１日間 ニチカン		1								○				自身の営業管理、案件獲得に求められる手法について、自己のやり方、経験を振り返りながら、整理します。
本研修では、以下のポイントを習得します。
　①自分の顧客・案件を整理し、効率的な戦略を立てる手法の習得
　②顧客のニーズを把握し、提案に落とし込む手法の習得
　③顧客の業界、状況、決裁者などの関係を知り、関係構築やヒアリングに活用する手法の理解
　④社内の上司、キーパーソンとの調整力の習得
基本知識とスキルを再確認しながら、新たな視点を身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_ankenkouryaku.html

				102		営業リーダー研修～チーム活性化の仕組みとルール エイギョウ ケンシュウ カッセイカ シク		１日間 ニチカン		1								○		○		リーダーは、自分の業績管理だけではなく、チームを管理する役割を持ちます。
チーム全体の業績を上げるためには、営業にありがちな「個人プレー」に任せるのではなく、各メンバーが持つ「個」のナレッジをチームに落とし込むことで、チーム全体を活性化することが重要です。
本研修では、「個」の営業ノウハウ・エッセンスをあぶり出し、知識の相乗効果によりチーム活性化をするための仕組み、マニュアル（チームのルール）作りを学びます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_team_rule.html

				103		営業マネージャー研修　 エイギョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		営業マネージャーとして、自部署の課題を明確にし、売上を上げるマネジメントの手法を習得します。
本研修では以下のポイントを習得します。
　①会社が自分に求める役割（ミッション）を具体的に洗い出す
　②目標設定と遂行管理方法を習得する
　③部下の営業活動をチェックし、営業活動における管理方法を習得する
　④部下指導の方法を習得する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_houjinsales.html

				104		営業向けプレイングマネージャー研修　（すべて９：００～１７：００）		１日間 ニチカン		1.5										○		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。

◆研修のポイント
①営業マネージャーとしての役割を考える
②チームワークを高めるために重要な要素を知る
③セールスプロセスマネジメントの方法を学ぶ
④部下の「サポーター・パートナー」として成長を支援する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sales_playing_manager.html

		コールセンター・電話応対スキル デンワ オウタイ		105		電話応対基礎研修 デンワ オウタイ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						初めての方や、基本を見直したい方のための研修です。電話応対の基本的なスキルを身に付け、正確で迅速な対応を目指します。

◆研修のポイント
①気持ちの良い対応のための心構え～電話応対の３つの鉄則　
②応対の基本スキル～良い印象を残す挨拶と相手を不快にさせない話し方
③電話の受け方とかけ方の基本フロー
④プラスアルファの気遣い～相手のニーズに合わせた対応		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call1.html

				106		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 コウジョウ ケンシュウ アイテ マンゾク		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、電話応対の基本を見直します。その上で、オペレーターとして相手に安心してもらえ、相手の問題を解決するための『聴き方』と『伝え方』のスキルを身に付けていただきます。
◆研修のポイント
①電話応対の鉄則ルール
②あいさつ、言葉遣い、復唱などの基本テクニック
③相手の信頼を得る、話の受け止め方と共感の示し方
④よりスムーズなコミュニケーションのための説明力と質問力		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call6.html

				107		コメント作成力強化研修～お客様との会話を正しく記録する力向上編 サクセイ リョク キョウカ ケンシュウ キャクサマ カイワ タダ キロク チカラ コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				業務を効率的に遂行させるために、情報共有や情報伝達を行うのに必要なスキルである「コメント（記録）」の書きを方習得していただきます。
それぞれのチーム（組織）で必要な「コメント」はどうあるべきかを改めて考え、一般的に分かりやすい「コメント」（＝文書）の書き方について理解します。
実際のコメント作成力を高めるための演習では、具体例を収録した音源を聞きながらコメントを作成いただきます。スピードと内容について自分への理解が深まり、この演習を繰り返すことによりレベルアップしていただけます。
簡潔で明瞭なコメントの蓄積は、職場での情報共有力を高め、サービス向上や業務効率化を実現します。
さらに、指導育成担当者はオペレーターのコメント作成力を向上させる指導力を養うことを目指します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_comment.html

				108		督促電話研修 トクソク デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				督促業務は自社の利益を確保する上で重要な業務ですが、その分、不適切な督促は会社を危うくすることもあります。本研修では、お客様が安心し、信頼していただける土台作りが重要であることをしっかり認識した上で、督促電話の基本を習得していただきます。
また、最後はケーススタディを通して、事前準備から交渉、クロージングまでの流れを体感していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call_tokusoku.html

				109		クレーム電話対応研修 デンワ タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、クレーム電話に対する基本的な対応を身に付けていただきます。状況に応じた適切な判断のポイントを学び、相手に納得してもらえる対応を目指します。

◆研修のポイント
①クレーム電話の背景や傾向、難しさの要因を理解する
②クレームに対する４つの基本手順を理解する
③２次クレームに発展しやすい不適切な対応を理解し、注意点を把握する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call2.html

				110		売上を上げるアウトバウンド研修 ウリアゲ ア ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				アウトバウンド営業（電話営業）は、対面で行なう営業とは求められるスキルが異なります。 本研修では、まず電話営業の心構えを理解し、その上で電話営業のスキルを習得します。お客さまの立場になり、信頼関係を築くコミュニケーション方法や、お客さまの真のニーズを引き出し、解決策を提案するクロージングスキルを習得します。またロールプレイトレーニングを通して確実に実践力を身に付けます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_telout.html

				111		モニタリングスキル研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		電話応対を評価する「良い耳」を持つために、電話応対の重要性や良い応対を構成する諸要素を再確認し、コール診断の具体的評価手法を習得します。

①自社が目指す「良い電話応対」とは何かを考え、そのビジョンを踏まえて評価項目を考えます。
②コール診断演習を通して評価のすり合わせディスカッションを行います。

本研修では、実際に調査した多数のコール診断の実例を踏まえ、ＣＳ、クレーム対応、営業力強化、などさまざまな観点から検討した「良い応対」の定義について解説します。コールセンターの特徴を踏まえた理想のオペレーター像のデザイン、コール診断、分析手法、センター全体をスキルアップさせる目標設定方法や改善手法など、「品質管理」についてお悩みのご担当者様は、是非ご参加ください。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call4.html

				112		（コールセンター向け）スーパーバイザー研修～SVとしての役割を知る ム ケンシュウ ヤクワリ シ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、スーパーバイザーに求められている役割について学んでいただきます。主に業務管理と部下指導において、重要なポイントをお伝えします。
◆研修のポイント
①スーパーバイザーとして、役割を認識する 
②業務管理者として、マネジメントの重要な要素を理解する
③指導者として、現場で効果的な指導方法を身に付ける
④日常業務の中で実現していける目標設定の方法を理解する
⑤時間・コスト・運用の観点からリスク管理を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call3.html

				113		モニタリングフィードバック研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		コールセンター向けの研修で、1日でモニタリングスキルとフィードバックスキルを習得していただきます。電話応対の重要性や、良い応対を構成する諸要素を再確認し、コール診断の具体的評価項目と基準を考えていただきます。また、面談を通じて、オペレーターの心情を理解・整理しながらフィードバックできるスキルを習得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/monitoringfb.html

				114		（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 ム ケンシュウ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1										○		スーパーバイザー(ＳＶ)としてのマネジメント力を構成する３つのテーマ（判断力・育成能力・問題解決力）を軸に研修を行います。日常のルーティン業務をしっかりとこなすだけでなく、ＳＶとして更にワンランク上のレベルを目指すために必要な「マネジメント力」を身につけることが狙いです。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sv_management.html

				115		コールセンターマネジメント研修～KPIによる目標達成編		１日間 ニチカン		1								○		○		「ＫＰＩ指標」の意義について、下記の通り改めて認識して頂いた上で、自らの部署・部下・業務に適切なＫＰＩ指標を考えていただきます。

１．ＫＰＩは、自社コールセンターのコンセプトを実現する「道具」である。
２．ＫＰＩは、センターの現状を把握する「ものさし」である。
３．ＫＰＩは、人材育成のための「指導指標」である。
ＫＰＩを正しく理解して、現場で活用できるようになります。		http://www.insource.co.jp/bup/call_kpimanage.html

		半日間研修 ハンニチ カン ケンシュウ		116		（研修サプリ）要約力強化研修～仕事は「要約」から始める！ ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						・相手に伝わる文書が書けるようになる
・伝えたいことを伝えるための論理構造と展開方法がわかる
・文書だけでなく口頭での「ホウ・レン・ソウ（報連相）」スキルを向上させる

◆得られる知識・スキル
・要約スキル　・文書作成スキル　・報告スキル　・ロジカルシンキングなど
◆研修のポイント
①要約力とは～要約の必要性を考える
②伝えたいことの簡潔なまとめ方～キーワード、５Ｗ１Ｈ、主語述語に注意する
③情報の整理～相手が理解しやすい論理構造で主張と根拠を明確にする
④文章の組み立て方～読み手の立場を想像し、文書の流れを考える		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_summary.html

				117		（研修サプリ）クレーム対応研修～ロールプレイングで猛特訓編 ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				この研修では、より良いクレーム対応のため、クレームが発生する要因や対応の基本手順を理解していただきます。
◆得られる知識・スキル
・クレーム対応力　　・クレームに対する免疫力
◆研修のポイント
①顧客対応において重要なＣＳについて考える
②クレームが発生する要因・背景を学ぶ
③クレーム対応における、４つの基本手順を習得する		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_claim.html

				118		（研修サプリ）タイムマネジメント～業務の優先順位付けをクセづける		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				本研修では、タイムマネジメントの基本を学び、ご自身の業務の管理の仕方を改善します。

◆研修のポイント
①仕事の目的を明確にする
～仕事に取り掛かる前に、ＱＣＤＲ（質・コスト・納期・リスク）を考える
②取り掛かる仕事の順番を決める
～業務に優先順位をつけ、仕事の成果に差をつける
③準備を徹底し、効率をあげる
～業務を見直し、短縮できる部分を洗い出す		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_taimemanagement.html

				119		（研修サプリ）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		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				本研修では、ファイリングの基本スキルを習得し、業務改善を図ります。

◆研修のポイント
①ファイリングとは～４つのポイントを学び、コスト削減の意識を持つ
②ファイリングルールの基本～継続性のある分類方法・保管方法を習得する
③電子データの整理～紙データと比較しながら管理方法を考える
④ファイリングによるリスク管理～不適切な方法を取った場合のリスクと対策を考える		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_filing.html

				120		（研修サプリ）なぜなぜ分析～考えるクセをつける		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				本研修では、物事の本質を見抜くために、事象や自身の主張に対して「なぜ」と考えるクセを身に付けていただきます。

◆研修のポイント
①「なぜ」を考え、事象の根拠を論理的に考える
①ロジックツリー、特性要因図などの手法により、真因を探る
③様々なフレームワークを用いて、解決策を検討する		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_why.html

				121		（研修サプリ）アサーティブコミュニケーション～言いにくいことを伝える		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○		○		本研修では、自他尊重をした上で自分の伝えたいことを相手に伝えるスキルを習得することを目指します。

◆研修のポイント
①自分がとっているコミュニケーションのパターンを把握する
②相手が「話しやすい」「聞いてくれている」と感じる聴き方を習得する
③相手が不快にならない伝え方、ＤＥＳＣ法と「Ｉメッセージ」を練習する		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_assertive.html

		ＳＥ向け研修 ム ケンシュウ		122		ＩＴ入門研修 ニュウモン ケンシュウ		２日間 ニチカン		2												これからコンピュータやシステムに携わっていく方の最初の一歩と言える講座です。 情報技術の背景として知るべき原理や基礎となる技術について、幅広い知識を総合的に身に付けます。
具体的な到達目標は以下の３点です。

１．ＩＴ業界で働く上でベースとなる、ＩＴ基礎知識を習得する
　　（※国家資格「ITパスポート試験」のレベルを想定）
２．配属後に必要となるIT技術の専門用語の意味が理解できる
３．システム開発における仕事の進め方が理解できる
ＩＴの基礎知識・業界用語を、初めての方にも分かりやすい「ことば」に置き換えながらご説明いたします。ＰＣでコマンドを実行したり、ワークを通じて実際に体験するなど、座学と演習を織り交ぜることで、理解を深めていただきます。また、振り返りの時間を取り、受講者の皆さまの理解を確認しながら講義を進めてまいります。		http://www.insource.co.jp/bup/it_intro.html

				123		パソコン社内管理者研修（CompTIA A+対応）		２日間 ニチカン		2												初めての方にも分かり易く、ハードウェアやソフトウェア、ネットワーク、セキュリティ・トラブルに関してご指導いたします。併せてパソコンや周辺機器などに関する基本的な知識を身に付けていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_pckanri.html

				124		要件定義研修（システム担当者向け） ヨウケン テイギ ケンシュウ タントウシャ ム		１日間 ニチカン		1												要件定義からテストまでのシステム開発の一連の流れを理解することにより、効果的な開発が行なえるようになります。 システム開発工程（要件定義からテスト）における作業項目と手順を豊富な演習を通して体験し、システム開発をマネジメントする手法を習得していただきま す		http://www.insource.co.jp/bup/bup_it_youkenteigi.html

				125		ユーザーインターフェイス設計力向上研修		１日間 ニチカン		1												上流ＳＥにとって、インターフェイスを設計するのは、システム設計のまず第一歩であり、また、最も能力の差が出やすいところでもあります。 本研修では、インターフェイス設計の常識を身に付けるために、世の中の多様な「システム」に興味を持ち、ＡＰ設計者としてさまざまなインターフェイスを知るきっかけになるように、具体的な例をふんだんに提示しながら、ワークを活用し、理解していく流れで構成されています。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_interface.html

				126		レスポンシブＷＥＢデザインの基礎研修		１日間 ニチカン		1												本研修では、 Twitter Bootstrap を使って、閲覧する機器に応じてレイアウトが調整されたウェブページを作れることを目指します。

近年ではスマートフォンでのウェブアクセスが増えており、パソコン専用ページ・スマートフォン専用ページといったように機器ごとにページを作っていると、更新の手間や、更新忘れが発生してしまいます。そこで、１つのウェブページを、パソコンやスマートフォンなど、閲覧する機器に合わせてレイアウトを調整し、表示します。

本研修では、実際に、パソコン・スマートフォン・タブレットを使って、表示がどのように変わるかを確認しながら進めていきます。また、実際にウェブページを作りながら研修を進めるため、レスポンシブWEBデザインの基本的な概念を理解しやすくなります。
※パソコン、スマートフォン、タブレットは当社にて準備いたします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_responsive_design.html

				127		プロジェクトマネジメント研修		１日間 ニチカン		1												本研修は、プロジェクトマネージャーとして遂行に必要な手順を理解し、高いパフォーマンスを生むチームの構築ができる手法を学びます。

◆研修のポイント
①プロジェクトの定義～チーム全体の目標を明確にする
②業務管理のための計画～スケジュール作成・リスクとコストのマネジメント
③プロジェクトマネジメントの実施～進捗管理・関係者とのコミュニケーション
④プロジェクトの終結～次のプロジェクトのためのＰＤＣＡと評価		http://www.insource.co.jp/bup/promane.html

				128		営業マインド向上研修～エンジニア向け		１日間 ニチカン		1												エンジニアを対象とした、営業マインドを高め、営業活動支援やアフターサービスにおける貢献度をアップさせることをねらいとした研修です。特に、エンジニアが不得手といわれる次の２点の重要性を理解していただき、営業マインドの向上を養っていただきます。

① お客さま視点で問題点を考える
② ビジネスとしての採算性を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sales_mind.html

		ダイバーシティー関連研修 カンレン ケンシュウ		129		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」 ジョセイ ケンシュウ ヘン ジシン		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、女性が職場で活躍していくための課題と対応策について女性同士で考えていただけます。明るいキャリアビジョンを見出し、前向きな女性リーダーとして成長が期待できます。
◆研修のポイント
①組織に求められる自分の役割を考える
②過去を振り返りながら、自身のキャリアについて考える
③自分なりのリーダーとしての在り方を考える
④ワークライフバランスの実現を考える		http://www.insource.co.jp/bup/woman_leader.html

				130		女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーとしての足りないスキルを習得する」 ジョセイ ケンシュウ ヘン タ シュウトク		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、リーダーとして求められている役割を考え、今後の目標をかかげていただきます。女性リーダーとして課題と捉えていることの多いスキルを習得することで、自信に繋げていただけます。

◆研修のポイント
①リーダーとしての役割認識、女性リーダーが求められる時代背景の理解
②感情をマネジメントする安定力
③組織の判断軸の考えて決める判断力
④部下を成長させるための指導力		http://www.insource.co.jp/bup/womanleader_skillup.html

				131		女性リーダー研修～コミュニケーション能力向上編 ジョセイ ケンシュウ ノウリョク コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1								○		○		求められる役割を認識したうえで、その役割を果たすにあたってのリーダー像は一つではないことを知り、自分らしいリーダーシップについて考えていただきます。その後、リーダーとしての周囲とのコミュニケーション手法について学びます。		http://www.insource.co.jp/bup/woman_leader_communication.html

				132		女性リーダー研修（２日間） ジョセイ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2								○		○		（１日目）
女性リーダーとして活躍するために必要な考え方、スキルを考え、明日からの成長に向けた戦略・計画を明確にします。
（２日目）
女性リーダーとして活躍するために、先のキャリア・ビジョンを考え、不安を払拭し、前向きに成長に進む意識を高めます。		http://www.insource.co.jp/bup/woman_leader2.html

				133		（男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修		１日間 ニチカン		1										○		◆女性活躍を推進するための研修です。
本研修を通して以下の３点を学びます。
①世の中の流れを通して女性活用の重要さ、またはその効果
②女性リーダーやリーダー候補が実際に不安なポイント
③育成を支援するための効果的なコミュニケーションの方法		http://www.insource.co.jp/bup/training_female_leaders.html

				134		外国人社員受け入れ研修～必要な心構えを理解する		１日間 ニチカン		1								○		○		外国人社員を受け入れるにあたり、日本人とは異なる考え方（文化の違い）を持っていることが前提であることを認識していただきます。日本独特の文化も再認識したうえで、外国人社員の持つ能力を最大限に発揮させ、早期戦力化していくための心がまえを修得して頂きます。
◆研修のポイント
①自組織にとっての外国人採用の目的を考える
②文化とは何か考え、「違い」に対する理解を深める
③異文化理解をするための、コミュニケーションの取り方を考える
④外国人社員に対する、効果的な指示・指導方法を考える
⑤外国人社員の受け入れ計画を立てる		http://www.insource.co.jp/bup/bup_accepting_foreign_workers.html

				135		（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 ニホン ハタラ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						近年、日本で働く外国人の数が増加しています。しかし、慣れ親しんだ環境と大きく異なる日本の組織で働くことに、不安を抱えている方も少なくありません。いち早く日本の組織に馴染み、気持ちよく働いていくために大切な以下の２点について学んでいただきます。
１．日本と出身国の商習慣の相違の認識、日本の商習慣の文化的背景の理解
２．日本の職場や顧客から求められる具体的なビジネスマナー、仕事の進め方、コミュニケーションの取り方を習得する		http://www.insource.co.jp/bup/kiso_nonjapanese.html

				136		（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		１日間 ニチカン		1				○		○		○				本研修では、日本語や日本人の特徴を踏まえ、日本企業の文化を理解したうえで、日本企業で働く際に必要な組織で円滑に意思疎通を図るためのコミュニケーションスキルの修得を図ります。 
◆研修のポイント
①日本企業の特徴～背景や意図を理解する
②日本人のコミュニケーションの取り方を考える
③よく使われている言葉の意味や使い方を考える
④円滑なコミュニケーションに必要なスキルを身に付ける～挨拶・聴く・訊く		http://www.insource.co.jp/bup/bup_working_with_japanese.html

		人事担当者向け研修 ジンジ タントウシャ ム ケンシュウ		137		研修担当者レベルアップ研修 ケンシュウ タントウシャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1.5												本研修では、研修担当者としての役割を再認識し、現在の組織の研修ニーズを把握した上で、実際に研修企画を立てていただきます。 
「ＰＤＣＡサイクル」を意識した研修の企画・運営・効果測定・フォローアップといった研修管理のノウハウを学ぶことで、新たな研修形態・体系を計画するスキルを習得できる研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota3.html

				138		研修講師養成研修 ケンシュウ コウシ ヨウセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1												研修を実施する上での心構えと効果的な研修を行うのための、３つのポイントを学んでいただきます。
◆研修のポイント
①研修企画スキル
　研修のゴールの明確化、ゴールを実施するための手法、気付きを促す構成
②インストラクションスキル
　フィードバックの方法やホワイトボードの活用法など、「教える」ポイント
③コミュニケーションスキル
　受講者が主体的に参加できるような働きかけ、信頼関係を築く接し方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota1.html

				139		（社内講師向け）ビジネスマナー体験研修		１日間 ニチカン		1												「新人向けマナー研修の講師に任命されたものの、どのように研修を進めたら良いのかわからない」
「研修のイメージはできているが、自分が登壇する前に、実際の研修に参加して、万全の準備をしたい」
  本研修は、そのようなお客様のご要望から誕生した社内講師向けの体験型ビジネスマナー研修です。 研修では、実際のビジネスマナー研修をご体感いただきながら、適宜、講師としての研修進行上の工夫、注意点などについても解説させていただきます。受講者として、また、講師としての両方の視点からビジネスマナー研修について理解を深めていただくことが可能です。
＊研修講師としてのスキルアップを主目的とされる方は、研修講師養成研修をご受講ください。　		http://www.insource.co.jp/bup/bus_manner_tantousha.html

				140		(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		１日間 ニチカン		1												本研修では、メンター制度を成果に繋げるため、導入・運用する上での重要なポイントを学んでいただきます。

◆研修のポイント
①メンター制度を導入する上での、人事担当者の役割を考える
②メンター制度を運営する仕組みを理解し、効果的な仕掛けを考える
③メンターとメンティーのマッチングについて考える
④現場（指導場面）でのコミュニケーションに必要なポイントを習得する		http://www.insource.co.jp/bup/mentor_system.html

				141		良い人材を見抜くための採用面談研修 ヨ ジンザイ ミヌ サイヨウ メンダン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1												採用面接活動に関わる面接官には、以下の知識や能力が必要です。
　①マインド・・・採用官としての心構え
　②知識・・・面接の進め方
　③スキル・・・受験者の能力を見抜く洞察力と評価の仕方、質問の仕方
組織の将来を担う人材を確保する担当者としての役割をしっかりと認識し、採用面接官としてのマインドと知識・スキルを習得すると共に、模擬面接を通して実践力を身に付けます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_saiyo.html

				142		(人事担当者向け)女性活躍推進を考える研修 ジョセイカツヤクスイシン カンガ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1												本研修では以下の３つのポイントを絞って講義、グループワークを行います。
①組織の未来像を考える
②女性の未来のキャリア像を整理する
③女性が今以上に活躍するために周囲への働きかけ方を知る 
上記を通して、自社の女性活用には何が足りないのか、もしくは不安要素に気づいていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/positive_action.html























































































































http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_struct.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan_twodays.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bukmotivation.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku8.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_subordinate_communication.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_excel.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_ppt.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/newcomer_logical.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_critical_thinking.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/kasetsu_kouchiku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_jyouhou.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_settoku_debate.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_tenchopowerup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_ankenkouryaku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sales_playing_manager.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_comment.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call_tokusoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/monitoringfb.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sv_management.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/call_kpimanage.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/it_intro.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_pckanri.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/promane.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sales_mind.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_responsive_design.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_claim.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_summary.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_why.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_taimemanagement.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_assertive.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_filing.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/womanleader_skillup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/woman_leader_communication.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/woman_leader2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bus_manner_tantousha.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/mentor_system.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/positive_action.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/better_decision_making.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_knowledge_manage.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_menter.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sekuhara.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mental_self.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mynumber.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_comp.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_harassment.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_compliance_privacy.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_roumu_manage.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/shinjin_shigoto_comu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/followup_02.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/newcomer_comu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/com_sokushin.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_assertive.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadercom.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota8.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_filing.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_seiriryoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_jimu_opemiss.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku9.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumukaizen.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_soshiki_time.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/gyomu_flow.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_zaimu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota9.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_solution.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_logical.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku6.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_zukaisikou.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/over_the_wall.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/email_csup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_directions.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_claim4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_teiansyo.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho_logic.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota5.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_followership_twodays.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_powerpoint_present.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/claim_syokyu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_csup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_setsugu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bissinessmanar.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_hisyo_manner.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_claim1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_business_ad.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/calling_service_levelup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_setugu_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_hardclaim.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyokiso.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyodenwa3hour.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_shinkikaitaku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_teianryokkukkoujou.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyorel.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_salespresen.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_houjinsales.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_team_rule.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call6.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_telout.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/woman_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/training_female_leaders.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_accepting_foreign_workers.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/kiso_nonjapanese.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_working_with_japanese.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_saiyo.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_interface.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_it_youkenteigi.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_company_rule.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin5.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_motivation.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership_beginner.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_30_careerdesign.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/career_design_40s.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_pdca_risk_innovation.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mentalhealth_genba_bukashidou.html

Bsample3

		■㈱インソース主催　平成,２７年度公開講座一覧（大阪開催）　【自己啓発型研修用】 シュサイ ヘイセイ ネンド コウカイ コウザ イチラン オオサカ カイサイ ジコ ケイハツ ガタ ケンシュウ ヨウ

		通番 ツウ バン		区分
（記載がないものは、一日） クブン キサイ イチニチ		研　修　名		ＨＰ		ス　キ　ル　区　分 ク ブン		ス　キ　ル　項　目 コウ メ										
　
階　　層

　　　　　　　　　
　　　　　　　階層は、あくまで目安ですので、等級に関わらず受講可です。 カイ ソウ カイソウ メヤス トウキュウ カカ ジュコウ カ														研　修　実　施　予　定　日　（　大　阪　開　催　） ケン オサム ジツ シ ヨ サダム ヒ ダイ サカ カイ サイ

												Ｍ：ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｷﾙ【経営・管理能力】
　　組織・人材開発/ｳﾞｨｼﾞｮﾝ・戦略etc

Ｃ：ｺﾝｾﾌﾟﾁｭｱﾙ・ｽｷﾙ【企画・問題解決力】
　　問題発見・解決　思考法/発想力etc

Ｔ：ﾃｸﾆｶﾙ・ｽｷﾙ【業務知識・遂行力】
　ﾌｧｲﾅﾝｽ・ＩＲ・税務・業務改善・私学行政etc

H：ﾋｭｰﾏﾝ・ｽｷﾙ【対人能力】
　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ｺｰﾁﾝｸﾞ・ﾏﾅｰetc

O:その他 ケイエイ カンリ ノウリョク ソシキ ジンザイ カイハツ センリャク キカク モンダイ カイケツ リョク モンダイ ハッケン カイケツ シコウホウ ハッソウリョク ギョウム チシキ スイコウ リョク ゼイム ギョウム カイゼン シガク ギョウセイ タイジン ノウリョク タ

																						ｲﾝｿｰｽが
考える対象者 カンガ タイショウシャ		管　理　職 カン リ ショク		一　　般　　職
　（　　）は新等級制度における等級 イッ ハン ショク

												Ｍ		Ｃ		Ｔ		Ｈ		Ｏ						係長
（3等級） カカリチョウ トウ キュウ		主任
（3等級） シュニン トウ キュウ		係員
（3等級） カカリイン トウ キュウ		係員
（2等級） カカリイン トウ キュウ		係員
（1等級） カカリイン トウ キュウ



		1				新人フォロー研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
コミュニケーションスキル						●		●				新人・若手								●		●		●		例） レイ		10/1		11/1		12/1		1/1

		2		2日間 ニチカン		（新人向け）ビジネス基礎研修～学生から社会人への意識と行動改革編		ＨＰ		考えるスキル								●				新人・若手								●		●		●

		3				ビジネスマナー研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		4				分かりやすい説明の仕方研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル
書くスキル						●		●				新人・若手								●		●		●

		5				パワーポイントプレゼンテーション研修		ＨＰ		書くスキル						●						新人・若手								●		●		●

		6				電話応対基礎研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		7				若手社員研修～主体性の発揮		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手								●		●		●

		8				（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する		ＨＰ		効率を高めるスキル
考えるスキル				●		●						新人・若手								●		●		●

		9				（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		10				財務基礎研修		ＨＰ		考えるスキル						●						新人・若手								●		●		●

		11				２年目フォローアップ研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手								●		●		●

		12				研修担当者レベルアップ研修		ＨＰ		育てるスキル
考えるスキル						●		●				新人・若手								●		●		●

		13				ＣＳクレーム対応研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		14		半日 ハンニチ		Microsoft Office研修～Excel2010		ＨＰ		ITスキル						●						新人・若手								●		●		●

		15				壁を乗り越える研修～若手向けモチベーションアップ		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手								●		●		●

		16				報告書・議事録の書き方研修		ＨＰ		書くスキル						●						新人・若手								●		●		●

		17		半日 ハンニチ		要約力強化研修～仕事は「要約」から始める！		ＨＰ		考えるスキル
書くスキル						●						新人・若手								●		●		●

		18				メンタルヘルス研修（セルフケア）		ＨＰ		考えるスキル								●		●		新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		19				ビジネス文書研修		ＨＰ		書くスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		20				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		ＨＰ		効率を高めるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		21				ロジカルシンキング研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		22				クレーム対応研修（中級）～ホスピタリティ精神を持ち、苦情対応に臨む		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		23				コミュニケーション研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		24				論理的で分かりやすい文書の書き方研修		ＨＰ		考えるスキル
書くスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		25				企画力研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		26				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		ＨＰ		考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		27				CS向上研修～ホスピタリティの意識を養う		ＨＰ		CSスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		28				ビジネスＥメールの書き方研修		ＨＰ		CSスキル
書くスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		29				マニュアル作成研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		30				事務職のための業務改善研修～ファイリング編		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		31				整理力向上研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		32				ひと目でわかる図解化研修		ＨＰ		考えるスキル
書くスキル				●		●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		33				接客マナー向上研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		34				プレゼンテーション研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		35				研修講師養成研修		ＨＰ		育てるスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		36				クレーム電話対応研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		37				Ｅメールの書き方研修～顧客満足度を高める編		ＨＰ		CSスキル
書くスキル						●						若手・新人・中堅				●		●		●		●		●

		38				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		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		39				クレームEメール対応研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル
書くスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		40				セールスプレゼンテーション研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅・管理職		●		●		●		●		●		●

		41				マーケティング研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		42				ロジカルシンキング研修～論理的思考を業務に生かす編		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		43				仕事の意欲向上研修		ＨＰ		考えるスキル
育てるスキル				●				●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		44				情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編		ＨＰ		考えるスキル
効率を高めるスキル
考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		45				説得力向上研修～ディベートによる能力開発		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		46				提案書の作り方研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル
書くスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		47				秘書研修～秘書としての仕事の仕方		ＨＰ		CSスキル
効率を高めるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		48				要件定義研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル
書くスキル
ITスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		49				アサーティブコミュニケーション研修		HP		コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅・管理職		●		●		●		●		●		●

		50				電話応対レベルアップ研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅				●		●		●

		51				３０代向けキャリアデザイン研修		ＨＰ		考えるスキル				●								中堅				●		●		●

		52				問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する		ＨＰ		考えるスキル
効率を高めるスキル
考えるスキル				●		●						中堅				●		●		●

		53				中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル
考えるスキル		●		●				●				中堅				●		●		●

		54		2日間 ニチカン		リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●		●		●				中堅				●		●		●

		55				現場マネージャー研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
コミュニケーションスキル		●		●				●				中堅				●		●		●

		56				接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を向上する		ＨＰ		CSスキル
考えるスキル				●				●				中堅				●		●		●

		57		2日間 ニチ カン		中堅社員研修（２日間）		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル
考えるスキル				●				●				中堅				●		●		●

		58				（社内講師向け）ビジネスマナー体験研修		ＨＰ		CSスキル
育てるスキル						●		●				中堅				●		●		●

		59				業務フロー作成研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
考えるスキル				●		●						中堅				●		●		●

		60				ベテランのためのビジネスマナー研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅				●		●		●

		61				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		ＨＰ		育てるスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		62				組織のタイムマネジメント研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル
考えるスキル		●		●								中堅・管理職		●		●		●		●

		63		半日 ハンニチ		ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル								●		●		中堅・管理職		●		●		●		●

		64				ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル		●						●				中堅・管理職		●		●		●		●



		65				リーダーコミュニケーション研修		ＨＰ		育てるスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		66				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		ＨＰ		考えるスキル				●				●				中堅・管理職		●		●		●		●

		67				女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーとしての足りないスキルを習得する」		ＨＰ		育てるスキル
考えるスキル				●				●				中堅・管理職		●		●		●		●

		68				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」		ＨＰ		考えるスキル				●								中堅・管理職		●		●		●		●

		69				業務改善研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
考えるスキル				●		●						中堅・管理職		●		●		●		●

		70				メンター研修		ＨＰ		育てるスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		71				ファシリテーション研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
コミュニケーションスキル						●		●				中堅・管理職		●		●		●		●

		72				交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達する		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		73				ハードクレーム対応研修～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		74				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		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
育てるスキル						●						中堅・管理職		●		●		●		●

		75				プロジェクトマネジメント基礎研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
コミュニケーションスキル		●				●		●				中堅・管理職		●		●		●		●

		76				判断力強化研修		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●						●		中堅・管理職		●		●		●		●

		77				(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（１日間）		ＨＰ		育てるスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		78				（人事担当者向け）女性活躍推進を考える研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル
考えるスキル		●						●				中堅・管理職		●		●		●		●

		79				メンタルヘルス研修		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル								●		●		中堅・管理職		●		●		●		●

		80				良い人材を見抜くための採用面談研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		81				段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する		ＨＰ		効率を高めるスキル
育てるスキル		●				●						管理職		●

		82		2日間 ニチカン		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）		ＨＰ		考えるスキル		●						●				管理職		●

		83				管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する		ＨＰ		育てるスキル		●										管理職		●

		84				上級管理職研修		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●				●				管理職		●

		85				リスクマネジメント研修～危機管理意識を向上し、未然に防ぐ方法を学ぶ		ＨＰ				●										管理職		●

		86				評価者研修		ＨＰ		育てるスキル
コミュニケーションスキル		●						●				管理職		●

		87				目標管理研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル		●										管理職		●

		88				変革リーダー研修～リーダーシップ強化編		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル
考えるスキル		●		●				●				管理職		●

		89				労務管理研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル		●				●						管理職		●

		90				部下モチベーション向上研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル
コミュニケーションスキル		●						●				管理職		●

		91		半日 ハンニチ		（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		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●								管理職		●

		92				（男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修		ＨＰ		育てるスキル								●				管理職		●

		93				ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
考えるスキル				●		●						管理職		●

		94				ハラスメント防止研修～管理職として組織への損害を考え、対策を立てる		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●				●						管理職		●
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Csample

				講座一覧 コウザ イチラン

				No.		現等級 ゲン トウキュウ		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		公開講座 コウカイ コウザ

				1		L1/A1/O1		ビジネススキル初級必須 ショキュウ ヒッス		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する

				2				ビジネススキル初級選択 ショキュウ センタク		ロジカルシンキング研修

				3

				4						アサーティブコミュニケーション研修

				5						プレゼンテーション研修

				6		L2/A2/O2		リーダーシップ必須		リーダーシップ研修

				7				リーダーシップ選択 センタク		リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ

				8

				9						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

				10		L2/A3/O2		ビジネススキル中級選択 チュウキュウ センタク		プロジェクトマネジメント基礎研修

				11						ファシリテーション研修

				12						問題解決研修

				13		L3/A4/O3		マネジメント必須		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する カンリ ショク ム ケンシュウ

				14				ビジネススキル上級必須
※右記3科目全て要受講 ジョウキュウ ヒッス ウキ カモク スベ ヨウ ジュコウ		経営戦略研修 ケイエイ センリャク ケンシュウ

				15						マーケティング研修

				16						財務基礎研修

				17		海外勤務者のみ カイガイ キンムシャ				-









Ｌ１ Ａ１ Ｏ１

																								2016/2/26現在 ゲンザイ

		Ｌ１／Ａ１／Ｏ１向け研修スケジュール ム ケンシュウ

		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		ビジネススキル初級必須 ショキュウ ヒッス						ビジネススキル初級選択 ショキュウ センタク

		公開講座 コウカイ コウザ		（若手向け）
仕事の進め方研修
～PDCAを強化する～						ロジカルシンキング研修 ケンシュウ						アサーティブ
コミュニケーション研修 ケンシュウ						プレゼンテーション研修 ケンシュウ

				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ

				東京 トウキョウ		23				東京 トウキョウ		80				東京 トウキョウ		79				東京 トウキョウ		88

				大阪 オオサカ		5				大阪 オオサカ		16				大阪 オオサカ		12				大阪 オオサカ		22

				名古屋 ナゴヤ		4				名古屋 ナゴヤ		12				名古屋 ナゴヤ		12				名古屋 ナゴヤ		12



				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名

				4/22/16		東京 トウキョウ				4/14/16		東京 トウキョウ				4/14/16		大阪 オオサカ				4/15/16		東京 トウキョウ

				5/9/16		大阪 オオサカ				4/21/16		名古屋 ナゴヤ				4/16/16		東京 トウキョウ				4/18/16		東京 トウキョウ

				5/12/16		東京 トウキョウ				4/22/16		大阪 オオサカ				4/19/16		東京 トウキョウ				4/21/16		大阪 オオサカ

				5/24/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ				4/20/16		名古屋 ナゴヤ				4/21/16		名古屋 ナゴヤ

				6/3/16		東京 トウキョウ				5/2/16		大阪 オオサカ				5/2/16		東京 トウキョウ				4/26/16		東京 トウキョウ

				6/16/16		名古屋 ナゴヤ				5/2/16		東京 トウキョウ				5/9/16		東京 トウキョウ				4/28/16		大阪 オオサカ

				6/23/16		東京 トウキョウ				5/6/16		東京 トウキョウ				5/13/16		名古屋 ナゴヤ				5/6/16		東京 トウキョウ

				7/6/16		東京 トウキョウ				5/10/16		東京 トウキョウ				5/19/16		東京 トウキョウ				5/9/16		東京 トウキョウ

				7/22/16		東京 トウキョウ				5/12/16		名古屋 ナゴヤ				5/25/16		東京 トウキョウ				5/14/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		大阪 オオサカ				5/14/16		東京 トウキョウ				5/27/16		大阪 オオサカ				5/17/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		東京 トウキョウ				5/23/16		東京 トウキョウ				5/31/16		東京 トウキョウ				5/19/16		大阪 オオサカ

				8/23/16		東京 トウキョウ				5/30/16		東京 トウキョウ				6/6/16		名古屋 ナゴヤ				5/23/16		名古屋 ナゴヤ

				9/1/16		大阪 オオサカ				6/3/16		東京 トウキョウ				6/8/16		東京 トウキョウ				5/25/16		東京 トウキョウ

				9/8/16		東京 トウキョウ				6/7/16		東京 トウキョウ				6/14/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ

				9/12/16		名古屋 ナゴヤ				6/7/16		名古屋 ナゴヤ				6/17/16		東京 トウキョウ				6/6/16		東京 トウキョウ

				9/23/16		東京 トウキョウ				6/8/16		大阪 オオサカ				6/20/16		東京 トウキョウ				6/7/16		大阪 オオサカ

				10/6/16		東京 トウキョウ				6/15/16		東京 トウキョウ				6/21/16		大阪 オオサカ				6/10/16		名古屋 ナゴヤ

				10/28/16		東京 トウキョウ				6/20/16		東京 トウキョウ				6/23/16		東京 トウキョウ				6/11/16		東京 トウキョウ

				11/8/16		東京 トウキョウ				6/24/16		東京 トウキョウ				6/28/16		東京 トウキョウ				6/13/16		東京 トウキョウ

				11/22/16		大阪 オオサカ				6/27/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ				6/21/16		東京 トウキョウ

				11/24/16		東京 トウキョウ				7/4/16		東京 トウキョウ				7/11/16		東京 トウキョウ				6/23/16		大阪 オオサカ

				12/5/16		東京 トウキョウ				7/5/16		大阪 オオサカ				7/14/16		東京 トウキョウ				6/24/16		東京 トウキョウ

				12/7/16		名古屋 ナゴヤ				7/7/16		東京 トウキョウ				7/19/16		東京 トウキョウ				6/27/16		東京 トウキョウ

				12/14/16		東京 トウキョウ				7/12/16		東京 トウキョウ				7/21/16		大阪 オオサカ				6/29/16		東京 トウキョウ

				1/5/17		東京 トウキョウ				7/13/16		名古屋 ナゴヤ				7/21/16		名古屋 ナゴヤ				7/4/16		東京 トウキョウ

				1/27/17		東京 トウキョウ				7/15/16		東京 トウキョウ				7/22/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ

				2/7/17		東京 トウキョウ				7/20/16		東京 トウキョウ				7/23/16		東京 トウキョウ				7/7/16		名古屋 ナゴヤ

				2/21/17		大阪 オオサカ				7/23/16		東京 トウキョウ				7/27/16		東京 トウキョウ				7/11/16		東京 トウキョウ

				2/23/17		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ				8/3/16		東京 トウキョウ				7/12/16		大阪 オオサカ

				3/6/17		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ				8/8/16		東京 トウキョウ				7/14/16		東京 トウキョウ

				3/14/17		名古屋 ナゴヤ				8/2/16		東京 トウキョウ				8/12/16		東京 トウキョウ				7/19/16		東京 トウキョウ

				3/15/17		東京 トウキョウ				8/5/16		東京 トウキョウ				8/16/16		東京 トウキョウ				7/22/16		東京 トウキョウ

										8/9/16		大阪 オオサカ				8/24/16		大阪 オオサカ				7/23/16		東京 トウキョウ

										8/10/16		東京 トウキョウ				8/24/16		名古屋 ナゴヤ				7/25/16		東京 トウキョウ

										8/17/16		名古屋 ナゴヤ				8/25/16		東京 トウキョウ				7/27/16		大阪 オオサカ

										8/19/16		東京 トウキョウ				8/29/16		東京 トウキョウ				8/2/16		東京 トウキョウ

										8/22/16		東京 トウキョウ				9/2/16		東京 トウキョウ				8/2/16		名古屋 ナゴヤ

										8/25/16		大阪 オオサカ				9/7/16		東京 トウキョウ				8/5/16		東京 トウキョウ

										8/25/16		東京 トウキョウ				9/12/16		東京 トウキョウ				8/8/16		東京 トウキョウ

										8/30/16		東京 トウキョウ				9/13/16		名古屋 ナゴヤ				8/16/16		大阪 オオサカ

										9/5/16		東京 トウキョウ				9/15/16		東京 トウキョウ				8/17/16		東京 トウキョウ

										9/8/16		東京 トウキョウ				9/20/16		東京 トウキョウ				8/19/16		東京 トウキョウ

										9/13/16		東京 トウキョウ				9/21/16		大阪 オオサカ				8/20/16		東京 トウキョウ

										9/16/16		東京 トウキョウ				9/29/16		東京 トウキョウ				8/25/16		東京 トウキョウ

										9/20/16		大阪 オオサカ				10/4/16		東京 トウキョウ				8/30/16		東京 トウキョウ

										9/21/16		東京 トウキョウ				10/6/16		大阪 オオサカ				9/2/16		東京 トウキョウ

										9/26/16		東京 トウキョウ				10/7/16		東京 トウキョウ				9/5/16		東京 トウキョウ

										9/29/16		東京 トウキョウ				10/12/16		東京 トウキョウ				9/7/16		名古屋 ナゴヤ

										9/29/16		名古屋 ナゴヤ				10/12/16		名古屋 ナゴヤ				9/9/16		大阪 オオサカ

										10/3/16		東京 トウキョウ				10/15/16		東京 トウキョウ				9/9/16		東京 トウキョウ

										10/6/16		東京 トウキョウ				10/17/16		東京 トウキョウ				9/13/16		東京 トウキョウ

										10/7/16		大阪 オオサカ				10/20/16		東京 トウキョウ				9/21/16		東京 トウキョウ

										10/11/16		東京 トウキョウ				10/25/16		東京 トウキョウ				9/24/16		東京 トウキョウ

										10/14/16		東京 トウキョウ				10/27/16		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ

										10/19/16		東京 トウキョウ				10/31/16		東京 トウキョウ				9/27/16		大阪 オオサカ

										10/25/16		東京 トウキョウ				11/2/16		東京 トウキョウ				9/29/16		東京 トウキョウ

										10/25/16		名古屋 ナゴヤ				11/8/16		東京 トウキョウ				10/3/16		東京 トウキョウ

										10/27/16		東京 トウキョウ				11/11/16		大阪 オオサカ				10/6/16		東京 トウキョウ

										10/28/16		大阪 オオサカ				11/11/16		東京 トウキョウ				10/11/16		東京 トウキョウ

										10/31/16		東京 トウキョウ				11/14/16		東京 トウキョウ				10/14/16		大阪 オオサカ

										11/4/16		東京 トウキョウ				11/15/16		名古屋 ナゴヤ				10/14/16		東京 トウキョウ

										11/8/16		東京 トウキョウ				11/17/16		東京 トウキョウ				10/14/16		名古屋 ナゴヤ

										11/10/16		東京 トウキョウ				11/22/16		東京 トウキョウ				10/19/16		東京 トウキョウ

										11/14/16		東京 トウキョウ				11/25/16		東京 トウキョウ				10/22/16		東京 トウキョウ

										11/16/16		東京 トウキョウ				11/29/16		東京 トウキョウ				10/25/16		東京 トウキョウ

										11/21/16		大阪 オオサカ				12/2/16		東京 トウキョウ				10/26/16		大阪 オオサカ

										11/22/16		東京 トウキョウ				12/6/16		東京 トウキョウ				10/27/16		東京 トウキョウ

										11/24/16		名古屋 ナゴヤ				12/8/16		東京 トウキョウ				10/31/16		東京 トウキョウ

										11/25/16		東京 トウキョウ				12/14/16		東京 トウキョウ				11/4/16		東京 トウキョウ

										11/30/16		東京 トウキョウ				12/14/16		名古屋 ナゴヤ				11/5/16		東京 トウキョウ

										12/5/16		東京 トウキョウ				12/19/16		東京 トウキョウ				11/8/16		大阪 オオサカ

										12/8/16		東京 トウキョウ				12/20/16		大阪 オオサカ				11/8/16		東京 トウキョウ

										12/12/16		大阪 オオサカ				12/22/16		東京 トウキョウ				11/10/16		東京 トウキョウ

										12/13/16		東京 トウキョウ				1/6/17		東京 トウキョウ				11/14/16		東京 トウキョウ

										12/16/16		東京 トウキョウ				1/11/17		東京 トウキョウ				11/16/16		東京 トウキョウ

										12/20/16		名古屋 ナゴヤ				1/16/17		東京 トウキョウ				11/17/16		名古屋 ナゴヤ

										12/21/16		東京 トウキョウ				1/19/17		東京 トウキョウ				11/22/16		東京 トウキョウ

										1/5/17		大阪 オオサカ				1/20/17		大阪 オオサカ				11/24/16		大阪 オオサカ

										1/5/17		東京 トウキョウ				1/24/17		東京 トウキョウ				11/25/16		東京 トウキョウ

										1/10/17		東京 トウキョウ				1/26/17		東京 トウキョウ				11/30/16		東京 トウキョウ

										1/13/17		東京 トウキョウ				1/26/17		名古屋 ナゴヤ				12/5/16		東京 トウキョウ

										1/18/17		東京 トウキョウ				1/28/17		東京 トウキョウ				12/8/16		東京 トウキョウ

										1/24/17		東京 トウキョウ				1/30/17		東京 トウキョウ				12/13/16		東京 トウキョウ

										1/26/17		大阪 オオサカ				2/1/17		東京 トウキョウ				12/16/16		大阪 オオサカ

										1/26/17		東京 トウキョウ				2/7/17		東京 トウキョウ				12/16/16		東京 トウキョウ

										1/27/17		名古屋 ナゴヤ				2/10/17		東京 トウキョウ				12/17/16		東京 トウキョウ

										1/28/17		東京 トウキョウ				2/13/17		東京 トウキョウ				12/21/16		東京 トウキョウ

										1/30/17		東京 トウキョウ				2/14/17		名古屋 ナゴヤ				12/21/16		名古屋 ナゴヤ

										2/3/17		東京 トウキョウ				2/16/17		東京 トウキョウ				1/5/17		東京 トウキョウ

										2/7/17		東京 トウキョウ				2/21/17		東京 トウキョウ				1/6/17		大阪 オオサカ

										2/9/17		大阪 オオサカ				2/22/17		大阪 オオサカ				1/10/17		東京 トウキョウ

										2/9/17		東京 トウキョウ				2/24/17		東京 トウキョウ				1/13/17		東京 トウキョウ

										2/13/17		東京 トウキョウ				2/28/17		東京 トウキョウ				1/18/17		東京 トウキョウ

										2/15/17		東京 トウキョウ				3/3/17		東京 トウキョウ				1/23/17		大阪 オオサカ

										2/21/17		東京 トウキョウ				3/7/17		東京 トウキョウ				1/24/17		東京 トウキョウ

										2/21/17		名古屋 ナゴヤ				3/9/17		東京 トウキョウ				1/24/17		名古屋 ナゴヤ

										2/24/17		東京 トウキョウ				3/10/17		名古屋 ナゴヤ				1/26/17		東京 トウキョウ

										3/1/17		大阪 オオサカ				3/11/17		東京 トウキョウ				1/28/17		東京 トウキョウ

										3/6/17		東京 トウキョウ				3/15/17		東京 トウキョウ				1/30/17		東京 トウキョウ

										3/9/17		東京 トウキョウ				3/20/17		東京 トウキョウ				2/3/17		東京 トウキョウ

										3/14/17		東京 トウキョウ				3/23/17		大阪 オオサカ				2/7/17		大阪 オオサカ

										3/17/17		東京 トウキョウ				3/23/17		東京 トウキョウ				2/7/17		大阪 オオサカ

										3/22/17		東京 トウキョウ				3/27/17		東京 トウキョウ				2/7/17		東京 トウキョウ

										3/22/17		名古屋 ナゴヤ										2/9/17		東京 トウキョウ

										3/23/17		大阪 オオサカ										2/13/17		東京 トウキョウ

										3/25/17		東京 トウキョウ										2/15/17		東京 トウキョウ

										3/27/17		東京 トウキョウ										2/17/17		名古屋 ナゴヤ

										3/29/17		東京 トウキョウ										2/21/17		東京 トウキョウ

																						2/23/17		大阪 オオサカ

																						2/24/17		東京 トウキョウ

																						2/25/17		東京 トウキョウ

																						3/6/17		東京 トウキョウ

																						3/9/17		東京 トウキョウ

																						3/10/17		大阪 オオサカ

																						3/14/17		東京 トウキョウ

																						3/17/17		東京 トウキョウ

																						3/22/17		東京 トウキョウ

																						3/24/17		東京 トウキョウ

																						3/25/17		東京 トウキョウ

																						3/27/17		大阪 オオサカ

																						3/28/17		名古屋 ナゴヤ

																						3/30/17		東京 トウキョウ





Ｌ２ Ａ２ Ｏ２

																		2016/2/26現在 ゲンザイ

		Ｌ２／Ａ２／Ｏ２向け研修スケジュール ム ケンシュウ

		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		リーダーシップ必須 ヒッス						リーダーシップ選択 センタク

		公開講座 コウカイ コウザ		リーダーシップ研修 ケンシュウ						リーダー
コミュニケーション研修 ケンシュウ						コーチング研修 ケンシュウ

				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ

				東京 トウキョウ		70				東京 トウキョウ		53				東京 トウキョウ		87

				大阪 オオサカ		17				大阪 オオサカ		9				大阪 オオサカ		18

				名古屋 ナゴヤ		10				名古屋 ナゴヤ		5				名古屋 ナゴヤ		12



				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名

				4/14/16		大阪 オオサカ				4/27/16		大阪 オオサカ				4/15/16		東京 トウキョウ

				4/20/16		東京 トウキョウ				4/19/16		東京 トウキョウ				4/20/16		東京 トウキョウ

				4/26/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ				4/23/16		東京 トウキョウ

				5/2/16		東京 トウキョウ				5/2/16		東京 トウキョウ				4/25/16		東京 トウキョウ

				5/10/16		東京 トウキョウ				5/18/16		東京 トウキョウ				4/26/16		名古屋 ナゴヤ

				5/16/16		大阪 オオサカ				5/26/16		大阪 オオサカ				4/28/16		大阪 オオサカ

				5/18/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ				4/28/16		東京 トウキョウ

				5/20/16		名古屋 ナゴヤ				6/8/16		東京 トウキョウ				5/6/16		東京 トウキョウ

				5/27/16		東京 トウキョウ				6/16/16		東京 トウキョウ				5/11/16		東京 トウキョウ

				6/2/16		東京 トウキョウ				6/21/16		東京 トウキョウ				5/14/16		東京 トウキョウ

				6/7/16		東京 トウキョウ				6/25/16		東京 トウキョウ				5/16/16		東京 トウキョウ

				6/13/16		東京 トウキョウ				6/29/16		名古屋 ナゴヤ				5/20/16		大阪 オオサカ

				6/17/16		大阪 オオサカ				7/1/16		東京 トウキョウ				5/20/16		東京 トウキョウ

				6/24/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ				5/26/16		東京 トウキョウ

				6/30/16		東京 トウキョウ				7/11/16		大阪 オオサカ				5/27/16		名古屋 ナゴヤ

				7/5/16		大阪 オオサカ				7/14/16		東京 トウキョウ				6/1/16		東京 トウキョウ

				7/5/16		東京 トウキョウ				7/26/16		東京 トウキョウ				6/6/16		東京 トウキョウ

				7/8/16		東京 トウキョウ				8/3/16		東京 トウキョウ				6/10/16		大阪 オオサカ

				7/13/16		東京 トウキョウ				8/4/16		名古屋 ナゴヤ				6/10/16		東京 トウキョウ

				7/19/16		名古屋 ナゴヤ				8/10/16		東京 トウキョウ				6/15/16		東京 トウキョウ

				7/21/16		東京 トウキョウ				8/11/16		大阪 オオサカ				6/21/16		東京 トウキョウ

				7/25/16		東京 トウキョウ				8/18/16		東京 トウキョウ				6/23/16		名古屋 ナゴヤ

				7/27/16		大阪 オオサカ				8/26/16		東京 トウキョウ				6/25/16		東京 トウキョウ

				7/28/16		東京 トウキョウ				9/1/16		東京 トウキョウ				6/27/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		東京 トウキョウ				9/7/16		東京 トウキョウ				6/28/16		大阪 オオサカ

				8/9/16		東京 トウキョウ				9/13/16		東京 トウキョウ				7/5/16		東京 トウキョウ

				8/19/16		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ				7/8/16		東京 トウキョウ

				8/19/16		名古屋 ナゴヤ				10/5/16		東京 トウキョウ				7/9/16		東京 トウキョウ

				8/24/16		東京 トウキョウ				10/7/16		東京 トウキョウ				7/11/16		大阪 オオサカ

				8/26/16		大阪 オオサカ				10/13/16		東京 トウキョウ				7/13/16		東京 トウキョウ

				8/30/16		東京 トウキョウ				10/19/16		東京 トウキョウ				7/20/16		大阪 オオサカ

				9/1/16		東京 トウキョウ				10/21/16		名古屋 ナゴヤ				7/21/16		東京 トウキョウ

				9/5/16		大阪 オオサカ				10/22/16		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ

				9/6/16		東京 トウキョウ				10/24/16		大阪 オオサカ				7/27/16		名古屋 ナゴヤ

				9/8/16		名古屋 ナゴヤ				10/26/16		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ

				9/14/16		東京 トウキョウ				10/28/16		東京 トウキョウ				8/1/16		東京 トウキョウ

				9/23/16		東京 トウキョウ				11/1/16		東京 トウキョウ				8/5/16		大阪 オオサカ

				9/30/16		大阪 オオサカ				11/7/16		東京 トウキョウ				8/5/16		東京 トウキョウ

				9/30/16		東京 トウキョウ				11/10/16		東京 トウキョウ				8/10/16		東京 トウキョウ

				10/4/16		東京 トウキョウ				11/16/16		東京 トウキョウ				8/16/16		東京 トウキョウ

				10/7/16		東京 トウキョウ				11/17/16		大阪 オオサカ				8/19/16		名古屋 ナゴヤ

				10/11/16		東京 トウキョウ				11/22/16		東京 トウキョウ				8/20/16		東京 トウキョウ

				10/11/16		名古屋 ナゴヤ				11/25/16		東京 トウキョウ				8/23/16		東京 トウキョウ

				10/13/16		東京 トウキョウ				12/1/16		東京 トウキョウ				8/31/16		大阪 オオサカ

				10/17/16		大阪 オオサカ				12/7/16		東京 トウキョウ				9/5/16		東京 トウキョウ

				10/17/16		東京 トウキョウ				12/8/16		大阪 オオサカ				9/10/16		東京 トウキョウ

				10/20/16		東京 トウキョウ				12/14/16		名古屋 ナゴヤ				9/15/16		東京 トウキョウ

				10/24/16		東京 トウキョウ				12/16/16		東京 トウキョウ				9/21/16		東京 トウキョウ

				10/28/16		東京 トウキョウ				12/21/16		東京 トウキョウ				9/23/16		大阪 オオサカ

				11/2/16		東京 トウキョウ				1/6/17		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ

				11/7/16		東京 トウキョウ				1/12/17		東京 トウキョウ				9/28/16		名古屋 ナゴヤ

				11/10/16		名古屋 ナゴヤ				1/18/17		東京 トウキョウ				10/4/16		東京 トウキョウ

				11/11/16		東京 トウキョウ				1/20/17		大阪 オオサカ				10/7/16		東京 トウキョウ

				11/15/16		東京 トウキョウ				1/25/17		東京 トウキョウ				10/11/16		大阪 オオサカ

				11/17/16		東京 トウキョウ				1/27/17		東京 トウキョウ				10/12/16		東京 トウキョウ

				11/18/16		大阪 オオサカ				1/31/17		東京 トウキョウ				10/15/16		東京 トウキョウ

				11/21/16		東京 トウキョウ				2/6/17		東京 トウキョウ				10/17/16		東京 トウキョウ

				11/24/16		東京 トウキョウ				2/9/17		東京 トウキョウ				10/20/16		東京 トウキョウ

				11/29/16		大阪 オオサカ				2/15/17		東京 トウキョウ				10/25/16		東京 トウキョウ

				11/29/16		東京 トウキョウ				2/15/17		名古屋 ナゴヤ				10/27/16		東京 トウキョウ

				12/2/16		東京 トウキョウ				2/21/17		東京 トウキョウ				10/27/16		名古屋 ナゴヤ

				12/6/16		東京 トウキョウ				2/24/17		東京 トウキョウ				10/31/16		東京 トウキョウ

				12/7/16		名古屋 ナゴヤ				3/2/17		東京 トウキョウ				11/1/16		大阪 オオサカ

				12/9/16		東京 トウキョウ				3/8/17		東京 トウキョウ				11/2/16		東京 トウキョウ

				12/14/16		東京 トウキョウ				3/16/17		大阪 オオサカ				11/5/16		東京 トウキョウ

				12/19/16		東京 トウキョウ				3/17/17		東京 トウキョウ				11/8/16		東京 トウキョウ

				12/22/16		大阪 オオサカ				3/22/17		東京 トウキョウ				11/11/16		東京 トウキョウ

				12/22/16		東京 トウキョウ										11/14/16		東京 トウキョウ

				1/6/17		東京 トウキョウ										11/17/16		東京 トウキョウ

				1/10/17		東京 トウキョウ										11/22/16		東京 トウキョウ

				1/12/17		東京 トウキョウ										11/25/16		大阪 オオサカ

				1/12/17		名古屋 ナゴヤ										11/25/16		東京 トウキョウ

				1/16/17		大阪 オオサカ										11/29/16		東京 トウキョウ

				1/16/17		東京 トウキョウ										11/29/16		名古屋 ナゴヤ

				1/19/17		東京 トウキョウ										12/2/16		東京 トウキョウ

				1/23/17		東京 トウキョウ										12/6/16		東京 トウキョウ

				1/27/17		東京 トウキョウ										12/8/16		東京 トウキョウ

				2/1/17		東京 トウキョウ										12/10/16		東京 トウキョウ

				2/6/17		東京 トウキョウ										12/14/16		東京 トウキョウ

				2/8/17		大阪 オオサカ										12/15/16		名古屋 ナゴヤ

				2/8/17		名古屋 ナゴヤ										12/19/16		東京 トウキョウ

				2/10/17		東京 トウキョウ										12/22/16		大阪 オオサカ

				2/14/17		東京 トウキョウ										12/22/16		東京 トウキョウ

				2/16/17		東京 トウキョウ										1/6/17		大阪 オオサカ

				2/20/17		東京 トウキョウ										1/6/17		東京 トウキョウ

				2/23/17		東京 トウキョウ										1/11/17		東京 トウキョウ

				2/24/17		大阪 オオサカ										1/14/17		東京 トウキョウ

				2/28/17		東京 トウキョウ										1/16/17		東京 トウキョウ

				3/3/17		東京 トウキョウ										1/19/17		東京 トウキョウ

				3/3/17		名古屋 ナゴヤ										1/24/17		東京 トウキョウ

				3/7/17		東京 トウキョウ										1/25/17		名古屋 ナゴヤ

				3/9/17		大阪 オオサカ										1/26/17		東京 トウキョウ

				3/10/17		東京 トウキョウ										1/30/17		東京 トウキョウ

				3/15/17		東京 トウキョウ										2/1/17		大阪 オオサカ

				3/20/17		東京 トウキョウ										2/1/17		東京 トウキョウ

				3/23/17		東京 トウキョウ										2/7/17		東京 トウキョウ

				3/28/17		大阪 オオサカ										2/10/17		東京 トウキョウ

																2/11/17		東京 トウキョウ

																2/13/17		東京 トウキョウ

																2/16/17		大阪 オオサカ

																2/16/17		東京 トウキョウ

																2/16/17		名古屋 ナゴヤ

																2/21/17		東京 トウキョウ

																2/24/17		東京 トウキョウ

																2/28/17		東京 トウキョウ

																3/2/17		大阪 オオサカ

																3/3/17		東京 トウキョウ

																3/7/17		東京 トウキョウ

																3/9/17		東京 トウキョウ

																3/11/17		東京 トウキョウ

																3/15/17		東京 トウキョウ

																3/20/17		大阪 オオサカ

																3/20/17		東京 トウキョウ

																3/23/17		東京 トウキョウ

																3/23/17		名古屋 ナゴヤ

																3/24/17		東京 トウキョウ

																3/28/17		東京 トウキョウ





Ｌ２ Ａ３ Ｏ２

																		2016/2/26現在 ゲンザイ

				Ｌ２／Ａ３／Ｏ２向け研修スケジュール ム ケンシュウ

		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		ビジネススキル中級選択 チュウキュウ センタク

		公開講座 コウカイ コウザ		プロジェクトマネジメント
基礎研修 キソ ケンシュウ						ファシリテーション
研修 ケンシュウ						問題解決研修 モンダイカイケツ ケンシュウ

				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ

				東京 トウキョウ		41				東京 トウキョウ		79				東京 トウキョウ		58

				大阪 オオサカ		6				大阪 オオサカ		11				大阪 オオサカ		11

				名古屋 ナゴヤ		3				名古屋 ナゴヤ		6				名古屋 ナゴヤ		6



				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名

				4/19/16		東京 トウキョウ				4/14/16		東京 トウキョウ				4/19/16		東京 トウキョウ

				4/27/16		東京 トウキョウ				4/16/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ

				5/9/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ				4/28/16		大阪 オオサカ

				5/25/16		東京 トウキョウ				5/10/16		東京 トウキョウ				5/9/16		東京 トウキョウ

				5/26/16		大阪 オオサカ				5/12/16		大阪 オオサカ				5/10/16		名古屋 ナゴヤ

				6/1/16		東京 トウキョウ				5/18/16		東京 トウキョウ				5/17/16		東京 トウキョウ

				6/10/16		東京 トウキョウ				5/25/16		名古屋 ナゴヤ				5/27/16		東京 トウキョウ

				6/11/16		東京 トウキョウ				5/26/16		東京 トウキョウ				6/2/16		大阪 オオサカ

				6/16/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ

				6/17/16		名古屋 ナゴヤ				6/6/16		東京 トウキョウ				6/8/16		東京 トウキョウ

				6/29/16		東京 トウキョウ				6/14/16		東京 トウキョウ				6/11/16		東京 トウキョウ

				7/4/16		東京 トウキョウ				6/16/16		大阪 オオサカ				6/16/16		東京 トウキョウ

				7/12/16		東京 トウキョウ				6/22/16		東京 トウキョウ				6/21/16		東京 トウキョウ

				7/22/16		東京 トウキョウ				6/25/16		東京 トウキョウ				6/27/16		東京 トウキョウ

				7/28/16		東京 トウキョウ				6/30/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		東京 トウキョウ				7/4/16		東京 トウキョウ				7/12/16		大阪 オオサカ

				8/9/16		東京 トウキョウ				7/12/16		東京 トウキョウ				7/12/16		東京 トウキョウ

				8/17/16		東京 トウキョウ				7/13/16		大阪 オオサカ				7/15/16		東京 トウキョウ

				8/26/16		東京 トウキョウ				7/14/16		名古屋 ナゴヤ				7/21/16		東京 トウキョウ

				8/29/16		大阪 オオサカ				7/15/16		東京 トウキョウ				7/22/16		名古屋 ナゴヤ

				9/7/16		東京 トウキョウ				7/20/16		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ

				9/15/16		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ

				9/23/16		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ				8/1/16		東京 トウキョウ

				9/28/16		東京 トウキョウ				8/1/16		東京 トウキョウ				8/4/16		東京 トウキョウ

				10/6/16		東京 トウキョウ				8/4/16		東京 トウキョウ				8/10/16		東京 トウキョウ

				10/6/16		名古屋 ナゴヤ				8/8/16		大阪 オオサカ				8/16/16		東京 トウキョウ

				10/14/16		大阪 オオサカ				8/9/16		東京 トウキョウ				8/19/16		大阪 オオサカ

				10/14/16		東京 トウキョウ				8/17/16		東京 トウキョウ				8/26/16		東京 トウキョウ

				10/19/16		東京 トウキョウ				8/20/16		東京 トウキョウ				8/31/16		東京 トウキョウ

				10/31/16		東京 トウキョウ				8/22/16		東京 トウキョウ				9/5/16		東京 トウキョウ

				11/8/16		東京 トウキョウ				8/29/16		東京 トウキョウ				9/9/16		東京 トウキョウ

				11/21/16		東京 トウキョウ				9/1/16		東京 トウキョウ				9/13/16		東京 トウキョウ

				11/28/16		東京 トウキョウ				9/6/16		東京 トウキョウ				9/15/16		大阪 オオサカ

				11/30/16		東京 トウキョウ				9/8/16		大阪 オオサカ				9/16/16		東京 トウキョウ

				12/9/16		東京 トウキョウ				9/14/16		東京 トウキョウ				9/21/16		東京 トウキョウ

				12/13/16		大阪 オオサカ				9/21/16		東京 トウキョウ				9/21/16		名古屋 ナゴヤ

				12/15/16		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ				9/24/16		東京 トウキョウ

				12/20/16		東京 トウキョウ				9/29/16		名古屋 ナゴヤ				9/27/16		東京 トウキョウ

				1/5/17		東京 トウキョウ				9/30/16		東京 トウキョウ				10/3/16		東京 トウキョウ

				1/13/17		東京 トウキョウ				10/4/16		東京 トウキョウ				10/4/16		大阪 オオサカ

				1/18/17		東京 トウキョウ				10/7/16		東京 トウキョウ				10/5/16		東京 トウキョウ

				1/30/17		東京 トウキョウ				10/11/16		東京 トウキョウ				10/12/16		東京 トウキョウ

				2/7/17		東京 トウキョウ				10/13/16		東京 トウキョウ				10/18/16		東京 トウキョウ

				2/7/17		名古屋 ナゴヤ				10/15/16		東京 トウキョウ				10/24/16		東京 トウキョウ

				2/13/17		大阪 オオサカ				10/17/16		東京 トウキョウ				10/28/16		東京 トウキョウ

				2/20/17		東京 トウキョウ				10/20/16		東京 トウキョウ				11/4/16		大阪 オオサカ

				2/27/17		東京 トウキョウ				10/24/16		東京 トウキョウ				11/9/16		東京 トウキョウ

				3/6/17		大阪 オオサカ				10/26/16		大阪 オオサカ				11/11/16		名古屋 ナゴヤ

				3/10/17		東京 トウキョウ				10/28/16		東京 トウキョウ				11/15/16		東京 トウキョウ

				3/16/17		東京 トウキョウ				11/2/16		東京 トウキョウ				11/18/16		東京 トウキョウ

										11/7/16		東京 トウキョウ				11/21/16		東京 トウキョウ

										11/9/16		名古屋 ナゴヤ				11/24/16		東京 トウキョウ

										11/11/16		東京 トウキョウ				11/30/16		東京 トウキョウ

										11/15/16		東京 トウキョウ				12/5/16		東京 トウキョウ

										11/17/16		東京 トウキョウ				12/7/16		東京 トウキョウ

										11/21/16		東京 トウキョウ				12/12/16		大阪 オオサカ

										11/24/16		東京 トウキョウ				12/15/16		東京 トウキョウ

										11/28/16		大阪 オオサカ				12/20/16		東京 トウキョウ

										11/29/16		東京 トウキョウ				1/11/17		東京 トウキョウ

										12/2/16		東京 トウキョウ				1/16/17		大阪 オオサカ

										12/6/16		東京 トウキョウ				1/17/17		東京 トウキョウ

										12/9/16		東京 トウキョウ				1/20/17		名古屋 ナゴヤ

										12/10/16		東京 トウキョウ				1/23/17		東京 トウキョウ

										12/14/16		東京 トウキョウ				1/27/17		東京 トウキョウ

										12/19/16		東京 トウキョウ				2/8/17		東京 トウキョウ

										12/20/16		大阪 オオサカ				2/14/17		大阪 オオサカ

										12/22/16		東京 トウキョウ				2/14/17		東京 トウキョウ

										1/6/17		東京 トウキョウ				2/17/17		東京 トウキョウ

										1/10/17		東京 トウキョウ				2/20/17		東京 トウキョウ

										1/12/17		東京 トウキョウ				2/23/17		東京 トウキョウ

										1/13/17		名古屋 ナゴヤ				3/6/17		東京 トウキョウ

										1/16/17		東京 トウキョウ				3/8/17		東京 トウキョウ

										1/19/17		大阪 オオサカ				3/16/17		東京 トウキョウ

										1/19/17		東京 トウキョウ				3/16/17		名古屋 ナゴヤ

										1/23/17		東京 トウキョウ				3/27/17		大阪 オオサカ

										1/27/17		東京 トウキョウ

										2/1/17		東京 トウキョウ

										2/6/17		東京 トウキョウ

										2/10/17		東京 トウキョウ

										2/11/17		東京 トウキョウ

										2/14/17		東京 トウキョウ

										2/16/17		東京 トウキョウ

										2/20/17		東京 トウキョウ

										2/21/17		大阪 オオサカ

										2/23/17		東京 トウキョウ

										2/28/17		東京 トウキョウ

										3/3/17		東京 トウキョウ

										3/7/17		東京 トウキョウ

										3/9/17		名古屋 ナゴヤ

										3/10/17		東京 トウキョウ

										3/15/17		東京 トウキョウ

										3/20/17		東京 トウキョウ

										3/23/17		東京 トウキョウ

										3/24/17		大阪 オオサカ

										3/27/17		東京 トウキョウ

										3/29/17		東京 トウキョウ






Asample1

																		インソース　推奨研修プログラム一覧 スイショウ ケンシュウ イチラン



				ステージレベル																役割認識・マインドセット関係 ヤクワリ ニンシキ カンケイ

				ステージⅡ（主任）
ＡＥ　Ⅴ（主任） シュニン																中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.html

																				【フォローアップ】OJT指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.html

																				【フォローアップ】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

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.html

				ステージⅢ（係長）
ＡＥ　Ⅵ（係長） カカリチョウ																現場マネージャー研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.html

																				リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）

																				http://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.html

				ステージⅣ
（Ｍ・主管・ＴＬ）
ＡＥ　Ⅶ（主管） シュカン																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）

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.html

																				段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html

				ステージⅤ																管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.html



				ステージレベル																能力開発・ビジネススキル関係 ノウリョク カイハツ カンケイ

				ステージⅡ（主任）
ＡＥ　Ⅴ（主任）
ＡＥ　Ⅵ（係長） シュニン																ロジカルシンキング研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota9.html

																				【フォローアップ】問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_solution.html

																				【フォローアップ】アサーティブコミュニケーション研修 ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_assertive.html

																				プレゼンテーション研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota5.html

				ステージⅢ（係長）
ステージⅣ（Ｍ）
ステージⅣ（主管） カカリチョウ																企画力研修 キカクリョクケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku6.html

																				ひと目でわかる図解化研修 メ ズカイ カ ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_zukaisikou.html

																				【フォローアップ】リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadercom.html

																				【フォローアップ】業務改善研修 ギョウム カイゼン ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumukaizen.html

				ステージⅣ（ＴＬ）
ステージⅤ
ＡＥ　Ⅶ（主管）
																【フォローアップ】コーチング研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_jishucoaching.html

																				マーケティング研修

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_marketing.html

																				交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達する

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku4.html

																				ファシリテーション研修 ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku9.html

																				【フォローアップ】目標管理研修 モクヒョウ カンリ ケンシュウ

																				http://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.html



																				※研修タイトル下のＵＲＬをクリックすると、該当研修ページへ移動します。 ケンシュウ シタ ガイトウ ケンシュウ イドウ



																						研修内容や受講の仕方などのご質問、ご相談については ケンシュウ ナイヨウ ジュコウ シカタ シツモン ソウダン

																						公開講座担当：高橋（０３－５２５９ー００７１）までお問い合わせ下さい。 コウカイ コウザ タントウ タカハシ ト ア クダ





http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku6.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumukaizen.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_assertive.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadercom.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_jishucoaching.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_marketing.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku9.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_zukaisikou.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota9.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_solution.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota5.html

sample2

		階層別　役割認識基本スキル カイソウ ベツ ヤクワリ ニンシキ キホン

		No.		対象 タイショウ		公開講座 コウカイ コウザ		パック		東京 トウキョウ		大阪 オオサカ		名古屋 ナゴヤ

		1		配属後６カ月（目安） ハイゾク ゴ ゲツ メヤス		新人フォロー研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin5.html シンジン ケンシュウ		1		○		△		△

		2		入社２年目 ニュウシャ ネンメ		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.html		1		○		○		△

		3		新人～入社２年目 シンジン ニュウシャ ネンメ		★（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「報・連・相」
http://www.insource.co.jp/bup/newcomer_comu.html		1		○		○		×

		4		入社３～５年目 ニュウシャ ネンメ		若手社員研修～主体性の発揮
http://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.html		1		○		○		○

		No.		対象 タイショウ		公開講座 コウカイ コウザ		パック		東京 トウキョウ		大阪 オオサカ		名古屋 ナゴヤ

		5		主任クラス シュニン		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
http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.html		1		○		○		○

		6		係長クラス カカリチョウ		中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！
http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.html		1		○		○		○

		7		課長代理クラス カチョウ ダイリ		現場マネージャー研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.html		1		○		○		○

		8		係長～課長代理 カカリチョウ カチョウ ダイリ		★リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）
http://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.html		2		○		○		×

		No.		対象 タイショウ		公開講座 コウカイ コウザ		パック		東京 トウキョウ		大阪 オオサカ		名古屋 ナゴヤ

		9		新任課長クラス シンニン カチョウ		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）
http://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.html		2		○		○		○

		10				★段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html		1		○		○		○

		11		既存課長クラス キゾン カチョウ		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.html		1		○		○		△

		12				★段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html		1		○		○		○

		13		★新任・既存課長クラス シンニン キゾン カチョウ		評価者研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan.html		1		○		○		△

		14				目標管理研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.html		1		○		○		△

		15				（半日研修）ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する
http://www.insource.co.jp/bup/bup_sekuhara.html		0.5		○		○		△

		16				メンタルヘルス研修～ラインケア
http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku3.html		1		○		○		△

		17		新任部長クラス シンニン ブチョウ		上級管理職研修
http://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_struct.html		1.5		○		△		×

										（2015年9月30日まで） ネン ガツ ニチ

										○・・・		３回以上開催予定 カイ イジョウ カイサイ ヨテイ

										△・・・		１～２回 カイ

										×・・・		０回 カイ



http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin5.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sekuhara.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_struct.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/newcomer_comu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html

Bsample1

		ジャンル		No		研修名（正式名称） ケンシュウ メイ セイシキ メイショウ		時間 ジカン		パック		対象階層 タイショウ カイソウ

												新人 シンジン		若手 ワカテ		中堅 チュウケン		管理職 カンリ ショク

		階層別の役割認識・基本スキル カイソウ ベツ ヤクワリ ニンシキ キホン		1		内定者研修～会社の常識 ナイテイシャ		半日間 ハンニチカン		0.5		○

				2		（新人向け）ビジネス基礎研修～学生から社会人への意識と行動改革編 キソ ケンシュウ ガクセイ シャカイ ジン イシキ コウドウ カイカク ヘン		２日間 ニチカン		2		○

				3		新人フォロー研修 シンジン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○

				4		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する ワカテ ム シゴト スス カタ ケンシュウ キョウカ		１日間 ニチカン		1				○

				5		２年目フォローアップ研修 ネンメ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○

				6		若手社員研修～主体性の発揮　（東京のみ　１０：００～１７：３０） ワカテ シャイン ケンシュウ シュタイセイ ハッキ トウキョウ		１日間 ニチカン		1				○

				7		壁を乗り越える研修 カベ ノ コ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○

				8		仕事の意欲向上研修 シゴト イヨク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				9		中堅社員研修（2日間） チュウケン シャイン ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2						○

				10		中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウケン シャイン ケンシュウ カンリ ショク ホサ ブ セイカ ダ		１日間 ニチカン		1						○

				11		リーダーシップ研修（初級）～計画・標準・確認型リーダーシップ		１日間 ニチカン		1				○		○

				12		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 ケンシュウ イシキ カイカク ブカ コウハイ ケンイン		１日間 ニチカン		1						○		○

				13		リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編 イクセイ ケンシュウ シュウイ マ コ エイキョウリョク キョウカ ヘン		2日間 ニチカン		2						○

				14		現場マネージャー研修 ゲンバ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				15		３０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				16		４０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				17		新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを始める編　 シンニン カンリ ショク ケンシュウ ジシン モ ハジ ヘン		２日間 ニチ カン		2								○

				18		段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する ダンド ケンシュウ ココロガマ ジョウセイ カンリ ショク シュウトク		１日間 ニチカン		1								○

				19		変革リーダー研修～リーダーシップ強化編 ヘンカク ケンシュウ キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1								○

				20		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） カンリ ショク ム ケンシュウ カダイ セイリ		１日間 ニチカン		1								○

				21		中級（課長級）管理職研修～PDCA・突破力編　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ トッパ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1								○

				22		中級（課長級）管理職研修～課長としてのあり方・現場力編　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ カチョウ カタ ゲンバ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1								○

				23		判断力強化研修 ハンダンリョク キョウカ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				24		上級管理職研修　（全国　9：00～18：00） ジョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ ゼンコク		１日間 ニチカン		1.5								○

		人材マネジメントスキル ジンザイ		25		ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編 シドウ シャ ケンシュウ シンジン コウハイ シドウ キホン シュウトク ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				26		メンター研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				27		部下モチベーション向上研修 ブカ コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				28		評価者研修 ヒョウカ シャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				29		評価者研修（２日間） ヒョウカ シャ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2								○

				30		目標管理研修 モクヒョウ カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				31		労務管理研修 ロウム カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				32		ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する ケンシュウ アンモク シ デンショウ		１日間 ニチカン		1								○

				33		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 ケンシュウ ブカ シュタイセイ ヒ ダ シュウトク		１日間 ニチカン		1						○		○

		リスクマネジメントスキル		34		（新人・若手向け）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		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

				35		メンタルヘルス研修（セルフケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				36		情報マネジメント研修～マイナンバー等個人情報の取扱いと管理		１日間 ニチカン		1						○		○

				37		ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する ボウシ ケンシュウ タダ リカイ		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○

				38		メンタルヘルス研修（ラインケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				39		ハラスメント防止研修～管理職として組織への損害を考え、対策を立てる ボウシ ケンシュウ カンリ ショク ソシキ ソンガイ カンガ タイサク タ		１日間 ニチカン		1								○

				40		コンプライアンス研修～組織における不祥事防止 ケンシュウ ソシキ フショウジ ボウシ		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○

				41		リスクマネジメント研修～危機管理意識を向上し、未然に防ぐ方法を学ぶ ケンシュウ キキ カンリ イシキ コウジョウ ミゼン フセ ホウホウ マナ		１日間 ニチカン		1								○

		コミュニケーションスキル		42		（新人向け）仕事の進め方研修（チームワークとコミュニケーション）		１日間 ニチカン		1		○		○

				43		（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」		１日間 ニチカン		1		○		○

				44		コミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				45		コミュニケーション研修～人間関係促進編 ケンシュウ ニンゲン カンケイ ソクシン ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				46		アサーティブコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				47		リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				48		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		１日間 ニチカン		1						○		○

		効率を高めるスキル コウリツ タカ		49		タイムマネジメント研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				50		事務職のための業務改善研修～ファイリング編 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				51		整理力向上研修 セイリ リョク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				52		マニュアル作成研修 サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				53		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 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ボウシ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○

				54		ファシリテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				55		業務改善研修 ギョウム カイゼン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				56		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 ソシキ ケンシュウ カンリ ショク タチバ ソシキ コウリツカ メザ		１日間 ニチカン		1						○		○

				57		業務フロー作成研修 ギョウム サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				58		Microsoft Office研修～Excel2010		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

				59		Microsoft Office研修～PowerPoint2010		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

		考えるスキル カンガ		60		新人・若手のためのロジカルシンキング研修 シンジン ワカテ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				61		財務基礎研修 ザイム キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				62		ロジカルシンキング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				63		クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を養い、課題発見能力を高める ケンシュウ ホンシツ ミヌ チカラ ヤシナ カダイ ハッケン ノウリョク タカ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				64		仮説構築力向上研修		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				65		問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する モンダイ カイケツ ケンシュウ ジョウ モンダイ カイケツ		１日間 ニチカン		1						○		○

				66		ロジカルシンキング研修～論理的思考を業務に生かす編 ケンシュウ ロンリテキ シコウ ギョウム イ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				67		情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編 ジョウホウ カツヨウ チカラ ヨウセイ ケンシュウカラ ジョウホウ シュウシュウ セイリ ブンセキ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				68		企画力研修 キカクリョク ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				69		ひと目でわかる図解化研修 メ ズカイ カ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				70		マーケティング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

		書く・伝えるスキル カ ツタ		71		ビジネスEメールの書き方研修 カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				72		ビジネス文書研修 ブンショ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				73		報告書・議事録の書き方研修 ホウコクショ ギジロク カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				74		Eメールの書き方研修～顧客満足度を高める編 カ カタ ケンシュウ コキャク マンゾクド タカ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				75		分かりやすい説明の仕方研修 ワ セツメイ シカタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				76		クレームEメール対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				77		説得力向上研修～ディベートによる能力開発 セットクリョク コウジョウ ケンシュウ ノウリョク カイハツ		１日間 ニチカン		1				○		○

				78		論理的で分かりやすい文書の書き方研修 ロンリテキ ワ ブンショ カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○

				79		提案書の作り方研修 テイアンショ ツク カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				80		交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達させる コウショウリョク コウジョウ ケンシュウ ジョウタツ		１日間 ニチカン		1						○		○

				81		プレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○		○

				82		パワーポイントプレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○		○

		ＣＳ（顧客対応）スキル コキャク タイオウ		83		ビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				84		ＣＳクレーム対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				85		CS向上研修～ホスピタリティの意識を養う コウジョウ ケンシュウ イシキ ヤシナ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				86		接客サービス・接客マナー向上研修 セッキャク セッキャク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○		○

				87		秘書研修～秘書としての仕事の仕方 ヒショ ケンシュウ ヒショ シカタ		１日間 ニチカン		1				○		○

				88		クレーム対応研修～ホスピタリティ精神を持ち、苦情対応に臨む タイオウ ケンシュウ セイシン モ クジョウ タイオウ ノゾ		１日間 ニチカン		1				○		○

				89		ベテランのためのビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				90		電話応対レベルアップ研修 デンワ オウタイ ケンシュウ		1日間 ニチカン		1				○		○

				91		接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を向上する セッキャク セツグウ ケンシュウ ソシキ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1						○

				92		CSリーダー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○

				93		ハードクレーム対応研修～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する タイオウ ケンシュウ タイオウ ムズカ クジョウ タイオウ コウジョウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				94		店長向けパワーアップ研修 テンチョウ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

		営業スキル エイギョウ		95		営業基礎研修 エイギョウ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				96		営業電話研修 エイギョウ デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				97		営業研修～新規開拓編 エイギョウ ケンシュウ シンキ カイタク ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				98		営業力強化研修～ソリューション提案力強化編 エイギョウ リョク キョウカ ケンシュウ テイアン リョク キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				99		営業職のためのリレーション構築向上研修 エイギョウ ショク コウチク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				100		セールスプレゼンテーション研修 ケンシュウ		1日間 ニチカン		1				○		○		○

				101		営業研修～営業経験者のための案件攻略 エイギョウ ケンシュウ エイギョウ ケイケンシャ アンケン コウリャク		１日間 ニチカン		1						○

				102		営業リーダー研修～チーム活性化の仕組みとルール エイギョウ ケンシュウ カッセイカ シク		１日間 ニチカン		1						○		○

				103		営業マネージャー研修　 エイギョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○

				104		営業向けプレイングマネージャー研修　（すべて９：００～１７：００）		１日間 ニチカン		1.5								○

		コールセンター・電話応対スキル デンワ オウタイ		105		電話応対基礎研修 デンワ オウタイ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				106		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 コウジョウ ケンシュウ アイテ マンゾク		１日間 ニチカン		1				○		○

				107		コメント作成力強化研修～お客様との会話を正しく記録する力向上編 サクセイ リョク キョウカ ケンシュウ キャクサマ カイワ タダ キロク チカラ コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1				○		○

				108		督促電話研修 トクソク デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				109		クレーム電話対応研修 デンワ タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				110		売上を上げるアウトバウンド研修 ウリアゲ ア ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○

				111		モニタリングスキル研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				112		（コールセンター向け）スーパーバイザー研修～SVとしての役割を知る ム ケンシュウ ヤクワリ シ		１日間 ニチカン		1						○		○

				113		モニタリングフィードバック研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○

				114		（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 ム ケンシュウ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1								○

				115		コールセンターマネジメント研修～KPIによる目標達成編		１日間 ニチカン		1						○		○

		半日間研修 ハンニチ カン ケンシュウ		116		（研修サプリ）要約力強化研修～仕事は「要約」から始める！ ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5		○		○

				117		（研修サプリ）クレーム対応研修～ロールプレイングで猛特訓編 ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				118		（研修サプリ）タイムマネジメント～業務の優先順位付けをクセづける		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				119		（研修サプリ）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		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				120		（研修サプリ）なぜなぜ分析～考えるクセをつける		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○

				121		（研修サプリ）アサーティブコミュニケーション～言いにくいことを伝える		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○		○

		ＳＥ向け研修 ム ケンシュウ		122		ＩＴ入門研修 ニュウモン ケンシュウ		２日間 ニチカン		2

				123		パソコン社内管理者研修（CompTIA A+対応）		２日間 ニチカン		2

				124		要件定義研修（システム担当者向け） ヨウケン テイギ ケンシュウ タントウシャ ム		１日間 ニチカン		1

				125		ユーザーインターフェイス設計力向上研修		１日間 ニチカン		1

				126		レスポンシブＷＥＢデザインの基礎研修		１日間 ニチカン		1

				127		プロジェクトマネジメント研修		１日間 ニチカン		1

				128		営業マインド向上研修～エンジニア向け		１日間 ニチカン		1

		ダイバーシティー関連研修 カンレン ケンシュウ		129		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」 ジョセイ ケンシュウ ヘン ジシン		１日間 ニチカン		1						○		○

				130		女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーとしての足りないスキルを習得する」 ジョセイ ケンシュウ ヘン タ シュウトク		１日間 ニチカン		1						○		○

				131		女性リーダー研修～コミュニケーション能力向上編 ジョセイ ケンシュウ ノウリョク コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○

				132		女性リーダー研修（２日間） ジョセイ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2						○		○

				133		（男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修		１日間 ニチカン		1								○

				134		外国人社員受け入れ研修～必要な心構えを理解する		１日間 ニチカン		1						○		○

				135		（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 ニホン ハタラ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1		○		○

				136		（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		１日間 ニチカン		1		○		○		○

		人事担当者向け研修 ジンジ タントウシャ ム ケンシュウ		137		研修担当者レベルアップ研修 ケンシュウ タントウシャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1.5

				138		研修講師養成研修 ケンシュウ コウシ ヨウセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1

				139		（社内講師向け）ビジネスマナー体験研修		１日間 ニチカン		1

				140		(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		１日間 ニチカン		1

				141		良い人材を見抜くための採用面談研修 ヨ ジンザイ ミヌ サイヨウ メンダン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1

				142		(人事担当者向け)女性活躍推進を考える研修 ジョセイカツヤクスイシン カンガ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1

























































































































Bsample2

		ジャンル		No		研修名（正式名称） ケンシュウ メイ セイシキ メイショウ		時間 ジカン		パック
カウント数 スウ		ご金額 キンガク		対象階層 タイショウ カイソウ								研修内容 ケンシュウ ナイヨウ		ＵＲＬ

														新人 シンジン		若手 ワカテ		中堅
リーダー チュウケン		管理職 カンリ ショク

		階層別の役割認識・基本スキル カイソウ ベツ ヤクワリ ニンシキ キホン		1		内定者研修～会社の常識 ナイテイシャ		半日間 ハンニチカン		0.5				○								いわゆる社会人にとってわざわざ指導するものでもないとされてきた「会社の常識」について学べる研修です。
昨今の若手の傾向や職場での指導の都合によりこれらの教育が注目されています。 具体的には以下の内容についてお伝えいたします。
・大まかな心構え（まず、何でもやる！）
・謙虚な姿勢と配慮ある行動
・そこまで言わなきゃダメ？具体的行動例の説明		http://www.insource.co.jp/bup/bup_company_rule.html

				2		（新人向け）ビジネス基礎研修～学生から社会人への意識と行動改革編 キソ ケンシュウ ガクセイ シャカイ ジン イシキ コウドウ カイカク ヘン		２日間 ニチカン		2				○								インソースの新人研修では「チームで仕事をする考えとスキルを身につけること＝自立」
をテーマとしています。そのテーマを実現するため、本研修は以下の３つの柱で構成しております。①「ルールの遵守」②「ビジネスマナーの習得」③「関係者と円滑に仕事をする方法の習得」
すべての項目において演習を取り入れ、「頭でわかる」ではなく、「なぜそうなのか」を明確にして自分から「できる」ようになっていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin1.html

				3		新人フォロー研修 シンジン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○								入社してからの経験や悩みを共有しながら、改めて自分が目指すビジネスパーソン像を考えていただきます。社会人１年目としてきっちりと習得すべき「仕事の進め方」について、現場での実際の反省を踏まえ、ブラッシュアップします。

◆研修のポイント
①ＰＤＣＡサイクルの徹底～仕事を管理し、改善していく手法
②ホウ・レン・ソウ（報連相）しなければならないことの再確認～結果に責任を持つ
③質の高い仕事をするための優先順位のつけ方～業務を進めていく上の判断軸		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin5.html

				4		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する ワカテ ム シゴト スス カタ ケンシュウ キョウカ		１日間 ニチカン		1						○						仕事を進める上で「仕事の全体像」を把握しないために、計画的・効率的に仕事が進まないケースが多くあります。まず仕事の目的と全体像を把握し、計画的な仕事をすることで効果と効率を上げる仕事の仕方を理解していただきます。
PDCAを知ってはいるものの、うまく回らないことは多々あります。その際、「PDCA」のどこに改善すべき点があるのか、問題を発見する力が必要になります。本研修では、PDCAの基本を理解し、PDCAを行う際の注意点、進める上でよく行き詰まる点についての解決策を学び、仕事の実践力を向上していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.html

				5		２年目フォローアップ研修 ネンメ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○						２年目社員は、もう新人ではない一方で、相対的にスキルや経験が限られているという立場の関係上、日々の業務や周囲からの期待に対する不安を抱えている人が少なくありません。
本研修は、２年目社員の方々から実際にヒアリングしたデータを元に、２年目社員によくある不安を解消し、意欲的に今後の仕事に取り組んでいただくためのヒントを掴んでいただくことを目的としています。
具体的には下記の通りです。
（１）自分の立ち位置を客観的に把握する
（２）ＰＤＣＡやホウ・レン・ソウといったビジネス基本スキルを強化する
（３）今後、自分が何を目指し、そのために何を強化していく必要があるのかを理解する		http://www.insource.co.jp/bup/followup_02.html

				6		若手社員研修～主体性の発揮　（東京のみ　１０：００～１７：３０） ワカテ シャイン ケンシュウ シュタイセイ ハッキ トウキョウ		１日間 ニチカン		1						○						本研修は若手社員(入社３～５年目）を対象とした研修です。 研修で学んでいただく内容は以下の４点です。
①これまでの仕事を振り返り、客観的に自分の実力を把握
②入社３～５年目社員としての立場・役割を理解する＝「主体性」の発揮
③「主体性」を発揮する上で必要な判断基準、思考方法、改善手法の習得
④「主体性」を持って周囲を巻き込んで仕事をする方法の理解
本研修を通して、若手社員に求められる「主体性」を理解し、「主体的な行動」とは具体的にどのようなことなのかに気づき、明日から主体性を発揮した仕事ができる実行力を身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.html

				7		壁を乗り越える研修 カベ ノ コ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○						本研修はこれまでの社会人生活、学生生活を含め人生を振り返ってもらい自信をつけていただく研修です。研修の中では、壁をチャンスと捉えるためのポイントとして「考え方の切り替え」をお伝えいたします。また、これからの組織を担う人材として一人の活動に留まらず組織で取り組むための視点をお伝えします。		http://www.insource.co.jp/bup/over_the_wall.html

				8		仕事の意欲向上研修 シゴト イヨク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				主体的に自分自身のキャリアを築きあげるために必要な考え方を身につけていただきます。
【考え方を知る】自分の過去を振返り、考え方の傾向を知る
【ポジティブに考える】失敗を肯定的に捉える
【チームワークを高める】職場でのコミュニケーション改善を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_motivation.html

				9		中堅社員研修（2日間） チュウケン シャイン ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2								○				①自分の役割・求められる要素を認識する
②上下（組織内）の関係構築のキープレイヤーとして活躍できる
③問題発見・改善する手法を習得し、周囲を巻き込んだ取り組みができる
④業務・取り組みを継続する重要性を理解、手法を習得し、ＰＤＣＡを習慣化して行動できる		http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership_twodays.html

				10		中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！　
　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウケン シャイン ケンシュウ カンリ ショク ホサ ブ セイカ ダ		１日間 ニチカン		1								○				中堅社員は、管理職と現場メンバーの潤滑油として成果に貢献することが求められます。本研修では、管理職を補佐するスキルと後輩へのリーダーシップを学び、中堅社員のレベルアップを目指します。
◆研修のポイント
①中堅社員に求められる役割の認識
②上司へのフォロワーシップ～リスクのホウレンソウ、信頼される業務遂行
③部下へのリーダーシップ～日頃のコミュニケーション、業務の指示・指導		http://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.html

				11		リーダーシップ研修（初級）～計画・標準・確認型リーダーシップ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修は（初級）の研修です。誰もができるリーダーシップの実践方法について学んでいただきます。目標達成のために計画を立て、業務を標準化し、確認の徹底することを習得いただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership_beginner.html

				12		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 ケンシュウ イシキ カイカク ブカ コウハイ ケンイン		１日間 ニチカン		1								○		○		リーダーとしての心構えや実践すべき具体的な行動論を学んでいただきます。メンバーの自主性を引き出し、チームの活性化を図ることを目指していただきます。
◆研修のポイント
①周囲から求められるリーダーとしての役割と心構え
②メンバーの仕事の管理方法～管理の基本ＰＤＣＡ
③チームを目標達成に導き、信頼関係をつくるコミュニケーションスキル		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.html

				13		リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編 イクセイ ケンシュウ シュウイ マ コ エイキョウリョク キョウカ ヘン		2日間 ニチカン		2								○				リーダーとして組織視点を強く持ち、周囲によい影響力を与えられることを目指します。自分たちが「今」どこに存在しているのかを理解し、当事者意識を持っていただきます。
◆研修のポイント
【１日目】
「リーダー像」を様々な視点から考え、現在の自分と、これから目指すべき姿を把握します。
①今までの自分のキャリアや経験　②組織や上司、部下から求められること
③自由な発想からの理想像　④自社の課題を踏まえる
【２日目】
当事者として、今身に付けるべき「Ｍｕｓｔ」なスキルを学んでいただきます。
①周囲を巻き込むリーダーコミュニケーション
②上司へのフォロワーシップ
③目標遂行や周囲をマネジメント		http://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.html

				14		現場マネージャー研修 ゲンバ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				本研修では、現場の業務をマネジメントする方法を習得します。
◆研修のポイント
①役割を理解する～現場をマネジメントするリーダーに求められる３つの要素
②業務のマネジメントを学ぶ～業務分担と業務進捗の管理における注意点
③部下のマネジメントを学ぶ～指示出し、報連相、フィードバック
④業務を効率化する～業務改善すべきポイントを発見する視点を学び、考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.html

				15		３０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		自己の強み・弱みや今までに培ったスキルなどをじっくり見つめ直し、成長の軌跡（キャリア）を振り返ります。その上で、自分の望む「未来像」をイメージし、それに向かうために何を行動に起こすかを具現化します。職場を離れた環境で、同じ世代が集結して考え語り合うことで、仕事に向き合う「姿勢」がより前向きになります。研修内容の６割以上を占める演習の効果としては、問題解決能力やプレゼンテーション能力の向上が期待できます。

対象：３５歳を中心に３０代の方
明確なキャリアデザインを行うことで、組織に依存せず自立的かつ、積極的に業務の遂行に取り組む社員・職員を育成することを目的とします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_30_careerdesign.html

				16		４０代向けキャリアデザイン研修 ダイ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		自己の強み・弱みや今までに培ったスキルなどをじっくり見つめ直し、成長の軌跡（キャリア）を振り返ります。その上で、自分の望む「未来像」をイメージし、それに向かうために何を行動に起こすかを具現化します。職場を離れた環境で、同じ世代が集結して考え語り合うことで、仕事に向き合う「姿勢」がより前向きになります。研修内容の６割以上を占める演習の効果としては、問題解決能力やプレゼンテーション能力の向上が期待できます。

対象：４０歳を中心に３０代後半から４０代中盤くらいの方		http://www.insource.co.jp/bup/career_design_40s.html

				17		新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを始める編　 シンニン カンリ ショク ケンシュウ ジシン モ ハジ ヘン		２日間 ニチ カン		2										○		新任管理職としての仕事の始め方を具体的に知り、役割を遂行するために必要なスキルを習得し、３ヶ月後に大きな成果を発揮することを目的とする。
（１）新任管理職としてやるべきことがわかる
昇格した以上、優秀な管理職であると思われたいもの。管理職として求められている事を知り、研修を通じて役割を遂行するための計画、準備、行動が分かります。
（２）新任管理職として防ぐべきことがわかる
新任管理職であっても業務上、トラブル、事故が発生すれば管理責任を問われます。リスク事項を知り、その上で、研修を通じて事前対策の立て方を学びます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.html

				18		段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する ダンド ケンシュウ ココロガマ ジョウセイ カンリ ショク シュウトク		１日間 ニチカン		1										○		管理職とは、部下に信頼され、上司に頼られるリーダーであることが求められます。そのため、プレイヤーとして活躍すると同時にマネジメントを行わなければなりません。本研修では、成果をあげる管理職として必要な３つのマネジメントスキルを習得していただきます。
◆研修のポイント
①部下育成～具体的な「ほめ方」「叱り方」などの指導方法
②業務管理と目標管理～職場における問題点を取り上げた改善計画
③リスク管理～「起こりうる可能性」と「影響度」からリスクの優先順位をつけ、
　 対策を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.html

				19		変革リーダー研修～リーダーシップ強化編 ヘンカク ケンシュウ キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1										○		本研修では、変革実現に向けた手順と方法について理解します。
その上で、変革に求められるリーダー力を学びます。
◆研修のポイント
①変革リーダーに求められる３つの役割
②変革を行うための業務改善～改善をすることで変革の資源を生み出す
③変革を実践するリーダー力～目標共有、業務指示、パイプ役
④部下指導力～変革の風土を作る人材育成、計画と日頃のコミュニケーション		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_leader.html

				20		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する
　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） カンリ ショク ム ケンシュウ カダイ セイリ		１日間 ニチカン		1										○		管理職に求められる、組織・業務・人の３つのマネジメントを学びます。
◆研修のポイント
①組織のマネジメント～成果を上げるための目標設定とメンバーの巻き込み方
②業務のマネジメント～業務管理と外部との調整力
③人のマネジメント～育成プランの立て方と具体的な指導方法
【参考】労働基準法と労働安全衛生法の基本		http://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.html

				21		中級（課長級）管理職研修～PDCA・突破力編
　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ トッパ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1										○		＜中級（課長級）管理職研修＞は二部構成の研修内容となっております。
【ＰＤＣＡ・突破力編】では、①判断軸　②業績向上　③ＰＤＣＡ　④リスク管理　⑤新しいこと・成長戦略の５つの観点から、課長としての「仕事の進め方」と「未知の仕事への挑み方」を学びます。

収益とＩＳＯ２６０００に基づく判断軸、現業を８割でこなし、捻出した２割で業績を上げる、ＰＤＣＡのＤ（実行）における「勢い」の大切さ、社会的責任・ＳＮＳ・法務など最新の内容をふまえたリスク管理、部下の小さな発想の生かして新しい事を始める方法など、「現代の課長」として仕事を全うし、成果を出すための実践的なヒントを学んでいただくことのできる研修です。  ニブ コウセイ ケンシュウ ナイヨウ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_pdca_risk_innovation.html

				22		中級（課長級）管理職研修～課長としてのあり方・現場力編
　　（東京のみ　１０：００～１７：３０） チュウキュウ カチョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ カチョウ カタ ゲンバ リョク ヘン		１日間 ニチ カン		1										○		＜中級（課長級）管理職研修＞は二部構成の研修内容となっております。
【課長としてのあり方・現場力編】では、①労務管理　②現場の組み立て方　③部下指導・育成　の３つの観点から、課長としての「あり方」と「現場の動かし方」を学びます。

現場の耐久力を高めるメンタルヘルス・残業対策、人時生産性を最大化するための業務の見極め方と采配の仕方、チャレンジと支援を通じて強い部下をつくる方法など、「現代の課長」として仕事を全うし、成果を出すための実践的なヒントを学んでいただくことのできる研修です。 		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mentalhealth_genba_bukashidou.html

				23		判断力強化研修 ハンダンリョク キョウカ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		意思決定の早さも今の管理職には大きく求められているものです。
現代の管理職には、仕事における多種多様な場面で何が最適なのか？を考え、判断・決断する力が求められています。この研修では物事を論理的に判断するための判断軸と判断プロセスとを確立・体得していただき、自律した人材への成長を促します。		http://www.insource.co.jp/bup/better_decision_making.html

				24		上級管理職研修 ジョウキュウ カンリ ショク ケンシュウ		１日間
10：00～19：00 ニチカン		1.5										○		部長の最重要任務とは、市場のニーズに応え、ライバルを凌駕するための
組織改革に積極的に取り組むことです。そのために必要な考え方・スキルを身に付ける研修です。 
①新しく部長に就任される方が対象です。
②課長職など、それまでの中間管理職との役割の違いを理解していただきます。
③グループワークを通じ、改めて上級管理職としてのあり方を考える機会を持っていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_struct.html

		人材マネジメントスキル ジンザイ		25		ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編 シドウ シャ ケンシュウ シンジン コウハイ シドウ キホン シュウトク ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○		○		ＯＪＴの目的は、“自分で考えて動ける”自立した人材を育成することです。 
その育成にあたり、重要な３つの要素を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①ＯＪＴ指導者として求められる役割
②なって欲しい人材に育てるための「育成計画」の作成方法
③業務の指示の仕方、褒め方や叱り方など指導の方法		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.html

				26		メンター研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		新入社員や後輩のよき相談相手となるべく、メンターとしての役割や心構えを認識し、必要なコミュニケーションスキルを習得していただきます。
◆研修のポイント
①メンターの役割と心構え～コーチングとＯＪＴとの違い、参考事例
②メンタリングのポイント～メンティーが相談しやすい環境
③コミュニケーションスキル～関係構築とモチベーショアップ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_menter.html

				27		部下モチベーション向上研修 ブカ コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		部下がモチベーションを向上するためには、成長の実感、良好な人間関係、部下への関心、適切な評価がポイントとなります。
本研修では、部下のモチベーションについて以下の点に注目し、モチベーションを上手く向上する手法を習得します。
　①仕事の中で部下のモチベーションを低下させていた発言、行動、環境　
　②部下のモチベーションをもっと上げるための発言、行動、環境		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bukmotivation.html

				28		評価者研修 ヒョウカ シャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		評価者として、自分の部下・メンバーを組織の「あるべき人材像」へと成長させる意識改革、評価の手順やコツ、面談のポイントを学んでいただきます。
◆研修のポイント
①人材育成のための評価制度～評価をする意義を改めて考える
②能力評価の方法～自分の「偏り」を知り、正しい評価をする
③部下とのコミュニケーションとしての面談の進め方～信頼関係を築き、
　今後の指針を導く		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan.html

				29		評価者研修（２日間） ヒョウカ シャ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2										○		人事評価制度は、将来に向けた人材育成のためのツールです。評価者自身が評価制度の意義を理解し、公正に評価して、部下にフィードバックし成長意欲を向上することのできる能力が必要となります。 本研修では、評価者として求められる３点のスキルについて学びます。
一連の評価ができるスキルを習得するため、人材育成につながる評価制度の活用が可能となります。
　①目標設定・管理スキル　　②評価スキル　　③面談スキル		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan_twodays.html

				30		目標管理研修 モクヒョウ カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		組織が存続し続けるためには、常に高い組織目標を持ち、その目標に沿った部署メンバーの「成果の積上げ」が必要です。
そのためには、組織と部下の目標を適切に設定し、継続的にマネジメントすることが求められます。
本研修では、以下の４つのポイントを学んでいただきます。
①目標管理の意義
②組織、部下の目標設定方法
③部下が目標を前向きにとらえる動機づけ
④目標達成に向けた継続的なマネジメント方法

各項目ごとに演習を実施します。現場の部下や環境をイメージし、具体的な行動に落とし込んで考えるため、明日からできる目標管理スキルを身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.html

				31		労務管理研修 ロウム カンリ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		労務管理は企業経営・企業業績を大きく左右する重要なポイントであることを、管理者は肝に銘じる必要があります。また、労務管理の責任は経営者のみならず管理者にもあることを強く認識すべきです。
本研修は、労働基準法等の基本知識およびワークライフバランス（仕事と生活の調和）を理解の上、組織の生産性や業務効率を高めるべく各種タイムマネジメント手法を習得していただきます。また、メンタルヘルスのラインケアについても学び、職場実践へとつなげていただきま		http://www.insource.co.jp/bup/bup_roumu_manage.html

				32		ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する ケンシュウ アンモク シ デンショウ		１日間 ニチカン		1										○		ナレッジ（知識）やノウハウを共有化し、組織での活用を考えます。
個々人の積み重ねてきたスキルを組織やチームで共有できれば、より効率的に業績を伸ばすことができます。この研修を通して情報伝達のスキルを習得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_knowledge_manage.html

				33		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 ケンシュウ ブカ シュタイセイ ヒ ダ シュウトク		１日間 ニチカン		1								○		○		部下の考えと行動を「引き出す」コーチングスキルを習得し、部下の成長と自主性を促進します。上司の判断軸をコーチングスキルを通して伝え、一定の判断軸を組織内に浸透させます。
◆研修のポイント
①相手の考えを知る傾聴スキル～話しやすい環境づくり、肯定的な表現方法
②さらに話を深める質問スキル～自ら考え動くための自発性の引き出し方
③相手の存在を認める承認スキル～モチベーションを支える褒め方と叱り方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_jishucoaching.html

		リスクマネジメントスキル		34		（新人・若手向け）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		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						企業を取り巻く社会環境の変化を背景に、コンプライアンス（法令順守）や情報資産管理の関心はますます高まっています。 本研修では、新人でも身近な問題として感じられる個人情報保護や情報セキュリティについて学びます。その後コンプライアンスのポイントを学んでいただくことによって、社会の中で重要な規範を意識していただくことを目的としています。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_comp.html

				35		メンタルヘルス研修（セルフケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、ストレスに対する理解を深め、自分のストレスに気づき、適切に対処する手法を学びます。
◆研修のポイント
①ストレスの関する知識
　～ストレス要因、ストレス反応、仕事への影響を考える
②ストレスへの対処方法（セルフケア）
　～否定的から肯定的な考え方への切り替えを試みる
③職場のコミュニケーション
　～エンロール・マネジメント（他者を巻き込む）について学ぶ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mental_self.html

				36		情報マネジメント研修～マイナンバー等個人情報の取扱いと管理		１日間 ニチカン		1								○		○		マイナンバー制度の開始や、昨今の標的型サイバー攻撃事例の増加に伴って、個人情報・機密情報など組織が保有する情報財産の安全管理への関心が高まってきました。

そこで本研修では、個人情報保護や情報セキュリティ強化の基本を学んだうえで、現状の見直しを行い、自組織における漏えい防止の取組みを具体的に考えます。加えて、研修の後半では、応用問題として、マイナンバー制度や特定個人情報保護についての概要を学び、安全管理に活かせるようにします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_mynumber.html

				37		ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する ボウシ ケンシュウ タダ リカイ		半日間 ハンニチカン		0.5								○		○		本研修では、セクハラ・パワハラへの正しい理解を促します。①判断基準と②曖昧なグレーゾーンについての対処方法を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①セクシュアルハラスメントの判断基準となる「主観性」を前提とし、
　具体的な行動を知る
②パワーハラスメントの判断基準となる「主観性」を前提とし、
　具体的な行動を知る
③ハラスメント防止のための組織体制作りと相談を受けたときの
　アドバイス方法を理解する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sekuhara.html

				38		メンタルヘルス研修（ラインケア） ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		ストレスやメンタルヘルスに対する正しい知識を身に付け、ご自身が自分や職場をどうしていくかを考え、導き出せる研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku3.html

				39		ハラスメント防止研修～管理職として組織への損害を考え、対策を立てる ボウシ ケンシュウ カンリ ショク ソシキ ソンガイ カンガ タイサク タ		１日間 ニチカン		1										○		知識付与としてのハラスメント防止研修ではなく、自身がハラスメントを起こしうる存在になりかねないことを認識し、具体的にどのような考え方に切り替えていく必要があるのか、さらに、自身の職場においてどのようなアクションを取り入れていく必要があるのかを実践的に考えていただく研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_harassment.html

				40		コンプライアンス研修～組織における不祥事防止 ケンシュウ ソシキ フショウジ ボウシ		半日間 ハンニチカン		0.5								○		○		社会を取り巻く環境の変化を背景に、コンプライアンス（法令遵守）の関心はますます高まっています。本研修は、事例を交えつつ、コンプライアンスの本質を学ぶと共に、コンプライアンス違反を防止するための体制づくりについて考えていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_compliance_privacy.html

				41		リスクマネジメント研修～危機管理意識を向上し、未然に防ぐ方法を学ぶ ケンシュウ キキ カンリ イシキ コウジョウ ミゼン フセ ホウホウ マナ		１日間 ニチカン		1										○		本研修では、内部・外部に存在する様々なリスクを洗い出し、その対策をシミュレートすることにより、実践的なリスク対応力を育成します。

◆研修のポイント
①リスク予防体制作り
②リスクの予測～多面的な視点から、より多くのリスクを洗い出す
③リスクの評価
④リスク顕在化対策～対策の種類と予防策の取り組み方を考える
⑤リスク顕在時の対応～迅速な対応のための対策を考えリスクの見直しを行う
⑥組織としてのリスク管理		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku8.html

		コミュニケーションスキル		42		（新人向け）仕事の進め方研修（チームワークとコミュニケーション）		１日間 ニチカン		1				○		○						仕事は一人で完結するものではなく、チームワークとコミュニケーションを意識しながら仕事を進めなければ個人としても組織としても成果が出ないことを学んでいただきます。目標があることの重要性とその立て方、仕事に着手する前の準備の重要性、リーダーシップの発揮（積極的な発言）、時間管理、進捗報告など、仕事におけるコミュニケーションの重要性と難しさをビジネスシミュレーションにより体得いただきます。 ビジネスシミュレーションではグループ対抗戦となるため、達成することの喜びも知っていただけます。		http://www.insource.co.jp/bup/shinjin_shigoto_comu.html

				43		（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」		１日間 ニチカン		1				○		○						職場（会社）でのコミュニケーションには、新人・若手世代による認識とのギャップが生じている可能性があります。苦手意識や個人的な取り方は様々ですが、必要なコミュニケーションが取れないのは問題です。これに対し、考え方や意識を変え、基本である「報」・「連」・「相」について学びます。ここでは理論や手法だけでなく、「報告を受ける人への配慮（＝タイミング、言い方等）」についても理解を深めます。
一時的に怒られそうな内容であっても、デキる社会人（=信頼されるビジネスパーソン）とは、必要なタイミングで、しかるべき相手に、最適な「報」・「連」・「相」ができる人であることをお伝えします。		http://www.insource.co.jp/bup/newcomer_comu.html

				44		コミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、メッセージのやりとりや意思伝達を円滑化する技術を身に付けていただきます。お客様との関係や上司・部下間の関係を、より良くしていただくことが目的です。
◆研修のポイント
①良いコミュニケーションのポイントを理解する～相手を主体として考える
②他者理解のための「傾聴力」～相手に話しやすいと感じてもらう方法
③相手の心情や要望を引き出す「質問力」～相手が答えやすい聞き出し方
④言いたいことが相手に伝えわるような話し方～事前準備、話の構成、表情		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota2.html

				45		コミュニケーション研修～人間関係促進編 ケンシュウ ニンゲン カンケイ ソクシン ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、聴く・訊く・話すの基本手法にとどまらず、人間関係促進・維持や課題達成・問題解決に応用できるコミュニケーションの手法を習得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/com_sokushin.html

				46		アサーティブコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		アサーティブとは、自他尊重をした上で自分の伝えたいことを相手に伝えることです。そのためのコミュニケーションスキルを習得していただきます。
◆研修のポイント
①自分のコミュニケーションパターンの把握
　～アサーティブになれない具体的場面を考え、現状を客観的に知る
②コミュニケーションの基本の習得
　～相手から信頼を得る聴き方や相手に納得してもらえる伝え方
③言いにくいことを伝える方法の習得～具体的なケーススタディによる練習		http://www.insource.co.jp/bup/bup_assertive.html

				47		リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修は、職場のリーダーとして目標達成に向け、部下やメンバーを巻き込んで業務遂行するためのコミュニケーションスキルを身につけることを目標とします。
◆研修のポイント
以下のコミュニケーション方法を学びます。
①組織の目標をメンバーへ共有する
②適切な業務指示を部下に与える
③部下の方が業務に詳しい場合の業務管理
④モチベーションが高い、もしくは低い部下への接し方
⑤他社・他部署との接点の役割を担う
⑥部下育成のための叱り方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leadercom.html

				48		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		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、部下との円滑なコミュニケーションの取り方を学んでいただきます。部下に対する関心を強く持ち、積極的に関与することがコミュニケーションを機能させる最大のポイントであることを理解いただき、上司としてどのように対応すべきかを実践的に学んでいただきます。

◆研修のポイント
①部下との常識や価値観の違いを改めて認識する
②タイプ別の部下との関わり方を学び、自身の部下について考える
③部下の考えを知り、また自身の考えを理解してもらう方法を習得する
④部下の特性に合わせたコミュニケーションの取り方を習得する
⑤よくありがちなコミュニケーションの悩みをケース別で考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_subordinate_communication.html

		効率を高めるスキル コウリツ タカ		49		タイムマネジメント研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				タイムマネジメントの基本を学び、ご自身の業務管理を見直します。
◆研修のポイント
①今の自分のワークスタイルを把握する～業務ごとの所有時間の認識
②改善できる部分の検証する～仕事の分類化と時間短縮方法
③優先順位をつけるための考え方を習得する～着手する前のゴール設定		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota8.html

				50		事務職のための業務改善研修～ファイリング編 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				ファイリングは、誰もが簡単にできる業務改善活動です
～業務の無駄を省き、コスト削減できるファイリングのスキルを習得いただきます
ファイリングを上手く行うだけで、業務が目に見えてスムーズに進みます。 本研修では、文書ファイリングの作法、ルール決めの基本、ポイントを理解し、ファイリングの対象業務洗い出しから 具体的な進め方の検討・決定まで考えていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_filing.html

				51		整理力向上研修 セイリ リョク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、以下の３つの整理力を学ぶことにより、効率的かつ効果的な仕事の進め方を習得します。
①身の回りの整理力
ファイリングスキルを習得したうえで、机・かばんなどの環境整備、パソコン・ネットの活用方法を身につける
②仕事の整理力
タイムマネジメントスキルを習得したうえで、計画表とＴｏＤｏリストの使い方、ＰＤＣＡの活用を身につける
③頭の整理力
ロジカルシンキングスキルを習得したうえで、実務に役立つ手法を身につける		http://www.insource.co.jp/bup/bup_seiriryoku.html

				52		マニュアル作成研修 サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、業務改善の手段およびノウハウ共有・業務標準化の手段として、マニュアル作成の考え方と具体的手法の習得を図ります。
◆研修のポイント
①マニュアル作成の基本知識と種類別のポイント
②自らの業務をふまえたマニュアル作成～業務の洗い出しとアプローチ方法
③業務の性質に応じた作成方法～書式別の特徴・構成・ポイント
④読み手がわかりやすい文章のための注意点
⑤組織でのマニュアル活用～作成・管理・改善の計画		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho4.html

				53		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 ジム ショク ギョウム カイゼン ケンシュウ ボウシ ヘン		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、ミスの起こる原因や特徴を理解します。まず自分がミスを起こさないポイントを整理します。「人間はミスをしてしまうもの」を前提として、ミスを防止する仕組みについて学んでいただきます。
◆研修のポイント
①ミス防止のための思考
②仕事の分解
③適正なチェック
④業務の見直し
⑤ミス防止対策の計画作成		http://www.insource.co.jp/bup/bup_jimu_opemiss.html

				54		ファシリテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		会議のファシリテーター（中立の立場の会議進行役）に重要なスキルを学んでいただきます。会議を円滑に進め、合意形成へと導く力を身に付けていただきます。
◆研修のポイント
以下４つのポイントの習得を目指し、研修を進めます。
①場のデザインスキル
　会議の目的を押さえたうえで、事前準備とプロセス設計を行う
②対人関係のスキル
　傾聴や質問を通じて、参加者の意見や思いを会議の場で引き出す
③構造化のスキル
　議論の内容を明確にすることで共有を図りつつ、整理しながら論点を絞り込む
④合意形成スキル
　参加者の合意を得ながら、やることやらないことを決める		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku9.html

				55		業務改善研修 ギョウム カイゼン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		普段、業務を行っている際、少し工夫してやればもっと効率良くできるのでは、と思いながらも、 具体的に改善を考える時間も余裕もなくそのままになっていることが多々あります。
その、『少しの工夫』を研修内で洗い出し、具体的な改善行動計画に落とし込みます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumukaizen.html

				56		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 ソシキ ケンシュウ カンリ ショク タチバ ソシキ コウリツカ メザ		１日間 ニチカン		1								○		○		自部署の効率性の高め方について、実践力を身につけていただきます。
組織の効率化を考える上で、４つの柱を中心に研修を構成しております。
①業務改善　②業務の進捗管理　③整理・整頓　④人材育成
対症療法だけではなく、長期的な体質改善を前提とした「考え方」と「手法」を身につけます。 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・リーダーを育てます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_soshiki_time.html

				57		業務フロー作成研修 ギョウム サクセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				業務フローの作成・運用は個別の業務が属人化することを防ぎ、衆知を集めての業務運用を可能にします。結果、業務改善や知識の伝承、リスク管理が効果的に運用できるようになり、常に業務を改善していこうという前向きな力が生まれます。

本研修では、まず業務フローを作成する意味と作成方法を学びます。その後、特にリスク管理の観点から、実際に業務フローの作成方法を習得していただきます。非正規雇用の従業員の比率が高い職場や社員の異動が多い部署に、特に役立つ研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/gyomu_flow.html

				58		Microsoft Office研修～Excel2010		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						本研修では実際に講師と一緒に操作しながら、これまで旧バージョンで使っていた機能が、Excel2010においてどのような操作に変わったのかを学んでいただきます。
◆得られる知識・スキル
・リボンの機能による効率化　・入力、セル操作の快速化　・表、グラフ、図、デザインの便利技
・知っておくべき実践的なテクニック		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_excel.html

				59		Microsoft Office研修～PowerPoint2010		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						本研修では、これまで旧バージョンで使っていた機能が、Powerpoint2010においてどのような操作に変わったのかを学んでいただきます。
◆得られる知識・スキル
・見やすい文字、書式、スライド構成の設定　・効果的なイラスト、図解、写真の見せ方
・わかりやすい表、グラフの作成方法　・知っておくべき実践的な便利技		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_ppt.html

		考えるスキル カンガ		60		新人・若手のためのロジカルシンキング研修 シンジン ワカテ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						急速なグローバル化や会社の生き残りをかけた競争が激化している中、新人・若手に早く一人前になってもらいたいという意識は年々強まっています。一人前とは、「業務知識を習得」し、「考えて行動できる」状態であり、その状態になるために、まず新人・若手に求められることは以下の３つです。
１．指示や情報を頭の中で整理ができる
２．自分なりの結論や意見にまとめられる
３．上司や関係者にわかりやすく伝えられる
ロジカルシンキングのフレームワークを使い、現場で実際に起こり得るケースを事例に「いつ・どのように考えるべきなのか」を理解していただきます。研修を受講した翌日から、新人・若手がスムーズに行動できる考え方を鍛えます。		http://www.insource.co.jp/bup/newcomer_logical.html

				61		財務基礎研修 ザイム キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				～財務３表を理解し、組織のコスト意識を高める
この研修では、財務諸表、いわゆる決算書の基礎から各項目やその数字にどんな意味が込められているのか、そこから何を読み取ることが出来るのかなどを、豊富なケーススタディで解説します。危ない会社と伸びる会社を見分ける決算書の読解力を身につけていただきます。
		http://www.insource.co.jp/bup/bup_zaimu.html

				62		ロジカルシンキング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				ビジネスの上で論理的であるということは、筋道が立っており、かつ相手を納得できることが重要です。 本研修では、ロジカルシンキングの必要性と使い方について理解し、以下４つの考え方を現場で使えるよう、演習を通して習得していただきます。

◆研修のポイント
　①ＭＥＣＥ（全体像を捉えるための、要素の洗い出し方）
　②ロジックツリー（物事を分解し、関係性を表現するやり方）
　③ＳｏＷｈａｔ　/　ＷｈｙＳｏ（根拠と結論の繋ぎ方）
　④演繹法と帰納法（相手から納得を得るための話の展開方法）

「ロジカルシンキング」の手法を習得するにあたり、”用語が難しく頭に入りにくい”という問題があります。本研修では理解を高めるために、一つ一つの手法について、ビジネスでよくある具体的事例を用いながら、わかりやすい言葉で解説します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota9.html

				63		クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を養い、課題発見能力を高める ケンシュウ ホンシツ ミヌ チカラ ヤシナ カダイ ハッケン ノウリョク タカ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		本研修では、クリティカルシンキングの基礎的な考え方を習得いただきます。重要な要素・手順・注意点を学び、物事をありのまま受け入れるのではなく、現状を「疑う力」を実践していただきます。「疑う力」を養うことにより、課題発見能力・解決策提案力を鍛えていただきます。

◆研修のポイント
①クリティカルシンキングの基本的な考え方を理解し、身に付くスキルを知る
②思考力を鍛えるための、論理性や中立性などの重要な要素について考える
③クリティカルシンキングの手順を学び、それに沿って考える練習をする
④クリティカルシンキングを実践する際に必要な心構えや注意点を学ぶ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_critical_thinking.html

				64		仮説構築力向上研修		１日間 ニチカン		1						○		○		○		お客様の悩みや課題は表面的な事象に過ぎないことも少なくありません。そこに仮説構築力を持ったビジネスパーソンが深く入り込むことでより良い影響と効果を与えられるようになります。

指示通りに動くことだけに固執せず、「そもそもこの仕事の本質とは」を皮切りに仮説を立てながら深く考えていく仕事の進め方が求められています。

本講座では多種多様なケーススタディから仮説の立て方を知ることができます。		http://www.insource.co.jp/bup/kasetsu_kouchiku.html

				65		問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する モンダイ カイケツ ケンシュウ ジョウ モンダイ カイケツ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、現場にひそむ問題の真因の発見と解決策まで考えるプロセスを体験していただけます。
◆研修のポイント
①問題の発見方法～６つの視点から考える
②現状把握を分析する方法～数値分析とパレートの法則
③真因の追求方法～特性要因図の使い方
④課題設定と計画作成～優先順位の付け方とＰＤＣＡサイクルによる管理方法		http://www.insource.co.jp/bup/bup_solution.html

				66		ロジカルシンキング研修～論理的思考を業務に生かす編 ケンシュウ ロンリテキ シコウ ギョウム イ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修は、「ロジカルシンキングの使い方」を訓練する研修です。
ロジカルシンキングの手法を「実際に業務の中でどう活用するか」、「どのような場面で使うのか」をイメージし、具体的な業務に落とし込んで考えます。
【研修の進め方】
現場でよくあるトラブル事例を用いて研修を進めます。具体的には以下の４つの流れでロジカルシンキングの実践的活用方法を身につけていただきます。
①発生している問題の整理（構造化）
②原因の分析
③解決策の提示
④他者への説得・説明
演習を通して何度も繰り返し訓練することで、ロジカルシンキングの実践的な使い方を体得します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_logical.html

				67		情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編 ジョウホウ カツヨウ チカラ ヨウセイ ケンシュウカラ ジョウホウ シュウシュウ セイリ ブンセキ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				１．今ある問題について、真の原因を追究する手法を身につける ２．不確定な情報に対し、情報を集め、状況を数値で分析する力をつける ３．数値分析から、解決策を一つ選択する力をつける		http://www.insource.co.jp/bup/bup_jyouhou.html

				68		企画力研修 キカクリョク ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				良い「企画」を立案し、それを実現するためには、

（１）アイデアを形にするために効果的な情報の収集と分析を行う
（２）アピールポイントが明確な「企画書」を作成
（３）企画を実現させるための「プレゼンテーション」
という３つの過程が存在します。インソースの「企画力研修」で は、以上のような企画の３つのプロセスを行うポイントを中心として、個人・グループワークを多数織り交ぜながら、実践的な形で研修を進めていきます。
また、「企画を立ててはみたが、実現せず、放置されている」ということを防ぎ、確実に企画を実現させるための下準備や社内交渉の方法についてもご説明いたします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku6.html

				69		ひと目でわかる図解化研修 メ ズカイ カ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、図解化の基本的な手法と、図解化するための基本となるロジカルシンキングの基礎を学びます。
◆研修のポイント
①図解とは～文章のみのコミュニケーションを補う手法
②図解とロジカルシンキング～伝えたい情報をまず整理し、構造化する
③問題解決における図解化～目的に適した図解の使い方
④データの図解化～効果的な数字の見せ方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_zukaisikou.html

				70		マーケティング研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		マーケティングの基礎知識と、その知識を実際に職場でどう活かすかを学ぶことができます。そして、
①マーケティングをする目的を理解する
②マーケティング戦略を立てるための、基本的なフレームワークを学ぶ
③実際にマーケティング戦略を立ててみる
という３段階の研修体系で、学問として捉えられがちなマーケティングを、より実践的なものとして身に付けていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_marketing.html

		書く・伝えるスキル カ ツタ		71		ビジネスEメールの書き方研修 カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						Ｅメールの活用は現代のビジネスシーンでは必要不可欠なツールとなりました。しかし、紙媒体との違いやＥメール独自の基本ルールや注意点を理解していないことで、思わぬロスや失敗を招くこともあります。
本研修では、ビジネス文書の基本を再確認し、ビジネス上でのＥメールの書き方と注意点や便利機能についての知識を習得いただきます。演習を実施することで知識の定着と実践力を養成します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho2.html

				72		ビジネス文書研修 ブンショ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				本研修では、読み手を意識することを大前提とし、相手にわかりやすい文書作成の方法を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①文書の基本的な構成ルール～主語・述語や一文あたりの文字数まで
②伝えたいことを簡潔にまとめる力～情報の取捨選択による要約
③相手が欲しい情報を考える力～キーワードや数字を記載する
④社外文書の基本的な型～ＦＡＸ送付状・書類送付状・案内状・お祝い状・お詫び状・お礼状・依頼状		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho1.html

				73		報告書・議事録の書き方研修 ホウコクショ ギジロク カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						報告書・議事録はビジネス文書の中でも、質の高さが求められます。本講座は報告書・議事録作成力の強化を目的としたプログラムです。誰もが分かる報告書・議事録を書くための要約のトレーニング、実際の報告書・議事録の作成演習等を行い、作成スキルを身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho3.html

				74		Eメールの書き方研修～顧客満足度を高める編 カ カタ ケンシュウ コキャク マンゾクド タカ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				ビジネスではお客さまやお取引先など、Eメールでやりとりをする状況が増えています。
本研修は、ビジネスで関わるステークホルダーとのEメールのやりとりに際し、相手と良い関係を築き、満足度を向上するEメールの考え方と作成方法を学びます。
Eメールは機械的になりやすく、誤解を招きやすいコミュニケーションツールです。そのため、お客様とのやりとりを事務的にこなすのではなく、相手を思いやるEメールのやりとりを通して自社のファンを増やしていく、つまりお客さまが「感動」するEメール対応ができることを目標としています。		http://www.insource.co.jp/bup/email_csup.html

				75		分かりやすい説明の仕方研修 ワ セツメイ シカタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				言いたいことを簡潔に相手に分かりやすく説明するスキルを習得するために、まず論理的思考を鍛えます。「なぜ相手に伝わらないのか」という原因を認識できていないことがよくあるため、普段自分では出来ていると思っていたことでも、実は出来ていなかったことに気付いていただきます。
◆研修のポイント
①意図の明確化～その話をする理由を伝える
②内容の整理～相手が話をのみこみやすい構造・展開
③話す技術～間の取り方・スピード・表情など		http://www.insource.co.jp/bup/bup_directions.html

				76		クレームEメール対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				近年、Eメールでクレーム対応をする場面が増えています。Eメールの場合は、「対応に時間がかかる」、「記録が残る」、「文書読解力や文書作成力が要求される」など、対面・電話でのクレーム対応以上に高度なスキルが求めらることもあります。
本研修では、クレーム対応のベーシックな対応手順と、Ｅメールそのものの特徴を踏まえたうえで、豊富な演習を交えながら、そのスキルを習得します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_claim4.html

				77		説得力向上研修～ディベートによる能力開発 セットクリョク コウジョウ ケンシュウ ノウリョク カイハツ		１日間 ニチカン		1						○		○				相手を説得することは、口論でも相手を否定するものでもありません。自分の主張を、他者が納得し得る「根拠」や「データ」を背景に、論理的に相手を理解に導くことです。本研修では、ディベートを通して、説得力向上のスキルを身につけていただきます。
※ディベートの勝敗ではなく、個々の能力開発を目的に講義を進めます。
本研修を通して、説得に必要な５つの能力開発を目的にしております。

①論理的思考力　 ②多面的視点からの思考力　③傾聴力　④本質追及力　⑤判断力		http://www.insource.co.jp/bup/bup_settoku_debate.html

				78		論理的で分かりやすい文書の書き方研修 ロンリテキ ワ ブンショ カ カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○		○		本研修では、論理的な文章の書き方を学んでいただきます。読み手が必要とする情報を明確にし、分かりやすい文章の組み立て方を習得していただきます。
◆研修のポイント
①相手にとって、読みやすい簡潔な文章の書き方を学ぶ
　～相手の立場に立った要約力
②論理性を持った、わかりやすい文書の組み立て方を習得する
　～論理のピラミッド構造		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho_logic.html

				79		提案書の作り方研修 テイアンショ ツク カタ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				相手にとって魅力的な提案書とは何か？
魅力的な提案書のポイントである「ねらいが明確」・「メリット・デメリットが明確」「潜在的な課題解決も想定されている」を理解した上で、それぞれのポイントを押さえた提案書の作成スキルを習得していただきます。実務にすぐに役立つスキルとなりますので、提案書作成でお悩みの方は、是非受けていただきたい内容です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_teiansyo.html

				80		交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達させる コウショウリョク コウジョウ ケンシュウ ジョウタツ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、交渉とは、「相手を打ち負かすこと」ではなく、「お互いの利得の総和を最大にする」という考えのもと、様々な交渉の手法を学んでいただきます。
◆研修のポイント
①相手に自分の意見を納待してもらう方法～相手に信頼される人になる
②事前準備の重要性～交渉前に相手のことを徹底して調べる、落としどころを決める
③交渉術のテクニック～３つの交渉術		http://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku4.html

				81		プレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○		○		プレゼンテーションの目的とは、相手に情報を提示し、理解・納得を得た上で、行動を起こしてもらうことです。そのため、本研修では以下の３要素を柱に学んでいただけます。
◆研修のポイント
①伝える内容～話の構造を整理する方法、内容を効果的にする話の展開方法
②伝える技術～間の取り方やスピードなど、「伝える」コツや配慮すべきポイント
③伝える手段～プレゼンテーション資料の効果的な使い方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota5.html

				82		パワーポイントプレゼンテーション研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○		○		本研修では、パワーポイントを使って行うプレゼンテーションの効果を高めることをねらいとしています。基本的なパワーポイントの機能を理解し、相手が理解しをするために効果的な資料の作り方・プレゼンテーションのテクニックを習得していただきます。
◆研修のポイント
①パワーポイントを使用して、分かりやすい資料を作る
②視覚に訴える、有効なパワーポイントの使い方を学ぶ
③プレゼンテーションを行う前の、事前準備・予備知識を把握する
④聞き手にとって、わかりやすい話の進め方と話し方のテクニックを学ぶ		http://www.insource.co.jp/bup/bup_powerpoint_present.html

		ＣＳ（顧客対応）スキル コキャク タイオウ		83		ビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						本研修では、ビジネスパーソンとして基本的なスキルのビジネスマナーを学んでいただきます。ビジネスマナーの基本知識や動作を体得していただき、 ビジネスを行う上で、「安心」や「信頼」を勝ち取る人材として成長していただくことを目指します。
◆研修のポイント
①表情・挨拶・身だしなみ　②言葉遣い・敬語　③人の話の「きき方」
④席次・名刺交換　⑤来客応対・名刺交換　⑥電話応対		http://www.insource.co.jp/bup/bup_bissinessmanar.html

				84		ＣＳクレーム対応研修 タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				新人やお客さま対応に不慣れな方にとって、クレーム対応は非常にストレスのかかるものであるばかりか、対応の不備によって更なる大きなクレームを招いてしまうことにもなりかねません。本研修は、クレーム対応のファーストステップとして、次の２点をポイントとしております。
１．ＣＳやホスピタリティマインドを身につけ、クレームを発生させないお客さま対応ができるようになる
２．発生してしまったクレームを悪化させることなく収拾させるクレーム対応の基本ステップを体得する		http://www.insource.co.jp/bup/claim_syokyu.html

				85		CS向上研修～ホスピタリティの意識を養う コウジョウ ケンシュウ イシキ ヤシナ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				本研修では、ＣＳを発揮するための基本的な考え方を身に付けていただきます。その上でＣＳを実現するスキルを身につけ、組織全体でのＣＳ向上策を学びます。
◆研修のポイント
①お客さまの立場からＣＳを考える
②ＥＳ（従業員満足）について、自組織の仕事環境の改善点を改めて見直す
③ホスピタリティの考え方を理解し、具体的な行動を洗い出す
④ＣＳに必要不可欠なマナーの基本を理解する
⑤自組織のＣＳ改善点を洗い出し、改善策を作成する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_csup.html

				86		接客サービス・接客マナー向上研修 セッキャク セッキャク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○		○				接客では、まず「最高のサービス」「あるべき姿」をイメージすることが大切です。本研修では、自店における「最高のサービス」を考え、「良い接客」をするための考え方を理解します。その上で、良い接客の具体的な対応方法について、講義-演習の繰り返しをしながら学んでいただきます。
今やお客さまへ一律の対応をするだけでは満足をいただけない時代です。そのため、マニュアルを理解した上で、「機転」「アドリブ」について考えます。店側・お客さま側の両者の視点から考え、さらなる接客力向上を図ります。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_setsugu.html

				87		秘書研修～秘書としての仕事の仕方 ヒショ ケンシュウ ヒショ シカタ		１日間 ニチカン		1						○		○				秘書に求められる役割を認識した上で、秘書業務の考え方と進め方について習得していただきます。仕事を進める上で秘書には「気が利くこと」が求められます。「気の利いた」仕事をするため、以下の４つの項目について現場の具体的な業務と照らし合わせながら、改善できるポイントを見つけていきます。
◆研修のポイント
①ホスピタリティ～上司のサインを察知し、思いやりを持って期待に応える
②主体的行動～率先して仕事に取り組むために目的意識を持ち仮説を立てる
③リスク予防～突発的な仕事が降りかかった時に対応できるための方法
④コミュニケーション ～日常会話での聴き方・訊き方・報連相		http://www.insource.co.jp/bup/bup_hisyo_manner.html

				88		クレーム対応研修～ホスピタリティ精神を持ち、苦情対応に臨む タイオウ ケンシュウ セイシン モ クジョウ タイオウ ノゾ		１日間 ニチカン		1						○		○				この研修では、より良いクレーム対応のため、クレームが発生する要因や対応の基本手順を理解していただきます。
◆研修のポイント
①クレーム対応における、おさえたい４つの基本手順
②よくある困った際のケース別対応方法
③クレーム削減のための、組織的に対応する仕組み作り		http://www.insource.co.jp/bup/bup_claim1.html

				89		ベテランのためのビジネスマナー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				仕事に慣れていくうち、基本的なビジネスマナーが疎かになり我流になることがあります。本研修は、あるべきビジネスマナーの考え方・型を再確認するとともに、自分だけでなく組織の業務効率をあげるために必要な行動のとり方を学びます。

これまで内勤だったが、異動や転職により外部の方との接触が増えた方、社会人としての行動を改めて考え身につけたい方などにお勧めの研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_business_ad.html

				90		電話応対レベルアップ研修 デンワ オウタイ ケンシュウ		1日間 ニチカン		1						○		○				ビジネスでの電話応対経験者を対象にした研修です。顧客満足の意識向上を前提に、経験して感じた課題・悩みを共有しながら解決策を考えていきます。電話だからこそ求められるコツ・テクニックを学び、さらなるスキルの向上を目指します。		http://www.insource.co.jp/bup/calling_service_levelup.html

				91		接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を向上する セッキャク セツグウ ケンシュウ ソシキ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1								○				接客・接遇リーダーとして求められるのは、自分の接客スキルだけではなく、組織としての接客力向上です。そのため、本研修では、接客力向上のための「環境作り」とメンバーへの「指導力」に焦点を当てて学んでいただきます。
現場で「いつ」「誰に」「どのような」指導をすべきか、演習を通して考えていただきますので、翌日から改善の一歩を踏み出すことができます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_setugu_leader.html

				92		CSリーダー研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○				ＣＳの向上は、業務の最優先課題です。まずご自身の役割を認識していただきます。そして、ＣＳのポイントを学んでいただいた上で、ＣＳを推進していくためのチームワーク発揮のコミュニケーションスキルを身に付けていただきます。また、ＣＳ推進のために部下・後輩の育成も重要であるため部下後輩の育成のスキルも身に付けていただきます。習得目標は以下の４点です。
①リーダーとしての役割認識
②ＣＳを踏まえた対社外向けのコミュニケーションスキル
③チームワークを発揮するためのコミュニケーションスキル
④部下・後輩を育成するための指導・コミュニケーションスキル		http://www.insource.co.jp/bup/bup_leader.html

				93		ハードクレーム対応研修～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する タイオウ ケンシュウ タイオウ ムズカ クジョウ タイオウ コウジョウ		１日間 ニチカン		1								○		○		クレーム対応の上級編です。ハードクレームや困難クレームの対応力の修得を図ります。本研修は、①解の無い中での判断力、②ストレスフルな状況での適応力、 ③よりよい着地点へと収束させるための交渉力の３つの要素で構成されています。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_hardclaim.html

				94		店長向けパワーアップ研修 テンチョウ ム ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		店舗の売上を上げることをミッションとする店長のための研修です。

①現在の環境における店長としての役割認識
②自店の顧客セグメント化と販売戦略立案
③販売戦略の遂行（組織全体で実施するための方法）

以上の３点について、受講者本人の具体的な事例に基づいて学んでいただく実践的な研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_tenchopowerup.html

		営業スキル エイギョウ		95		営業基礎研修 エイギョウ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						本研修では、営業活動における基本的な知識と流れを学んでいただきます。各営業プロセスにおいて、行為の目的もお伝えするため、初めて営業される方にわかりやすい内容です。
◆研修のポイント
①営業の基礎～受注までのステップを理解する
②営業のマナーやルール～訪問・商談の流れと動き方を学ぶ
③効率的な仕事の進め方～優先順位と報連相を徹底する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyokiso.html

				96		営業電話研修 エイギョウ デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						本研修では、以下のポイントを習得します。
　　①電話営業で求められるポイントを理解する
　　②自社のサービス・商品のメリット、デメリットなど商品特性を理解する
　　③電話応対に求められるコミュニケーションスキルを習得する
　ロールプレイングを通して、「電話をかける～自社の商品を説明する～今後の取引につなげる」といった一連の流れを体得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyodenwa3hour.html

				97		営業研修～新規開拓編 エイギョウ ケンシュウ シンキ カイタク ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				新規開拓営業では、初めてのお客さまとの接触をしなければなりません。
そのため、本研修では以下のポイントを習得します。
　①新規営業に求められるスタンスを理解する
　②新規に狙うべき顧客を選定する方法を習得する
　③新規先への訪問時のポイント、訪問量を理解する
自分の現状を振り返りながら、新規営業活動における強み・弱み、課題を具体的な行動レベルで発見できます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinkikaitaku.html

				98		営業力強化研修～ソリューション提案力強化編 エイギョウ リョク キョウカ ケンシュウ テイアン リョク キョウカ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、以下のポイントを習得します。
　①提案の際に必要となる情報のヒアリング力を習得する
　②情報を掘り下げて考え、顧客の本来の課題を考える力を習得する
　③顧客にあった提案を説明し、クロージングする力を習得する
ニーズのヒアリング、ヒアリング情報からの仮説構築、提案作成力、説明力について、「提案」を主とした包括的な営業スキルを身につけていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_teianryokkukkoujou.html

				99		営業職のためのリレーション構築向上研修 エイギョウ ショク コウチク コウジョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、以下のポイントを習得します。
　①営業としてのあるべきマナー、知識を考える
　②お客さまの状況を理解し、察知する意識を日常化する
　③お客さまの状況に合った情報提供、提案する力を習得する
　④お客さまとの密接な関係を築くコミュニケーション力（雑談力）を習得する
多数の演習を通し、研修で学んだことを現在の自分の課題に落とし込み、具体的な対策を考えます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyorel.html

				100		セールスプレゼンテーション研修 ケンシュウ		1日間 ニチカン		1						○		○		○		商談では自社のサービス説明だけで終始してしまっては意味がありません。
お客様の要望を踏まえ、それに応える情報や自社のサービスを伝えることが重要です。 本研修では以下の３つを実践的に考えることを目的としています。
①お客様のニーズを探る
②自社の魅力（武器）を知る
③商談現場で使える商談トークのシナリオを作る		http://www.insource.co.jp/bup/bup_salespresen.html

				101		営業研修～営業経験者のための案件攻略 エイギョウ ケンシュウ エイギョウ ケイケンシャ アンケン コウリャク		１日間 ニチカン		1								○				自身の営業管理、案件獲得に求められる手法について、自己のやり方、経験を振り返りながら、整理します。
本研修では、以下のポイントを習得します。
　①自分の顧客・案件を整理し、効率的な戦略を立てる手法の習得
　②顧客のニーズを把握し、提案に落とし込む手法の習得
　③顧客の業界、状況、決裁者などの関係を知り、関係構築やヒアリングに活用する手法の理解
　④社内の上司、キーパーソンとの調整力の習得
基本知識とスキルを再確認しながら、新たな視点を身につけます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_ankenkouryaku.html

				102		営業リーダー研修～チーム活性化の仕組みとルール エイギョウ ケンシュウ カッセイカ シク		１日間 ニチカン		1								○		○		リーダーは、自分の業績管理だけではなく、チームを管理する役割を持ちます。
チーム全体の業績を上げるためには、営業にありがちな「個人プレー」に任せるのではなく、各メンバーが持つ「個」のナレッジをチームに落とし込むことで、チーム全体を活性化することが重要です。
本研修では、「個」の営業ノウハウ・エッセンスをあぶり出し、知識の相乗効果によりチーム活性化をするための仕組み、マニュアル（チームのルール）作りを学びます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_team_rule.html

				103		営業マネージャー研修　 エイギョウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1										○		営業マネージャーとして、自部署の課題を明確にし、売上を上げるマネジメントの手法を習得します。
本研修では以下のポイントを習得します。
　①会社が自分に求める役割（ミッション）を具体的に洗い出す
　②目標設定と遂行管理方法を習得する
　③部下の営業活動をチェックし、営業活動における管理方法を習得する
　④部下指導の方法を習得する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_houjinsales.html

				104		営業向けプレイングマネージャー研修　（すべて９：００～１７：００）		１日間 ニチカン		1.5										○		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。

◆研修のポイント
①営業マネージャーとしての役割を考える
②チームワークを高めるために重要な要素を知る
③セールスプロセスマネジメントの方法を学ぶ
④部下の「サポーター・パートナー」として成長を支援する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sales_playing_manager.html

		コールセンター・電話応対スキル デンワ オウタイ		105		電話応対基礎研修 デンワ オウタイ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						初めての方や、基本を見直したい方のための研修です。電話応対の基本的なスキルを身に付け、正確で迅速な対応を目指します。

◆研修のポイント
①気持ちの良い対応のための心構え～電話応対の３つの鉄則　
②応対の基本スキル～良い印象を残す挨拶と相手を不快にさせない話し方
③電話の受け方とかけ方の基本フロー
④プラスアルファの気遣い～相手のニーズに合わせた対応		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call1.html

				106		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 コウジョウ ケンシュウ アイテ マンゾク		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、電話応対の基本を見直します。その上で、オペレーターとして相手に安心してもらえ、相手の問題を解決するための『聴き方』と『伝え方』のスキルを身に付けていただきます。
◆研修のポイント
①電話応対の鉄則ルール
②あいさつ、言葉遣い、復唱などの基本テクニック
③相手の信頼を得る、話の受け止め方と共感の示し方
④よりスムーズなコミュニケーションのための説明力と質問力		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call6.html

				107		コメント作成力強化研修～お客様との会話を正しく記録する力向上編 サクセイ リョク キョウカ ケンシュウ キャクサマ カイワ タダ キロク チカラ コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1						○		○				業務を効率的に遂行させるために、情報共有や情報伝達を行うのに必要なスキルである「コメント（記録）」の書きを方習得していただきます。
それぞれのチーム（組織）で必要な「コメント」はどうあるべきかを改めて考え、一般的に分かりやすい「コメント」（＝文書）の書き方について理解します。
実際のコメント作成力を高めるための演習では、具体例を収録した音源を聞きながらコメントを作成いただきます。スピードと内容について自分への理解が深まり、この演習を繰り返すことによりレベルアップしていただけます。
簡潔で明瞭なコメントの蓄積は、職場での情報共有力を高め、サービス向上や業務効率化を実現します。
さらに、指導育成担当者はオペレーターのコメント作成力を向上させる指導力を養うことを目指します。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_comment.html

				108		督促電話研修 トクソク デンワ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				督促業務は自社の利益を確保する上で重要な業務ですが、その分、不適切な督促は会社を危うくすることもあります。本研修では、お客様が安心し、信頼していただける土台作りが重要であることをしっかり認識した上で、督促電話の基本を習得していただきます。
また、最後はケーススタディを通して、事前準備から交渉、クロージングまでの流れを体感していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call_tokusoku.html

				109		クレーム電話対応研修 デンワ タイオウ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				本研修では、クレーム電話に対する基本的な対応を身に付けていただきます。状況に応じた適切な判断のポイントを学び、相手に納得してもらえる対応を目指します。

◆研修のポイント
①クレーム電話の背景や傾向、難しさの要因を理解する
②クレームに対する４つの基本手順を理解する
③２次クレームに発展しやすい不適切な対応を理解し、注意点を把握する		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call2.html

				110		売上を上げるアウトバウンド研修 ウリアゲ ア ケンシュウ		１日間 ニチカン		1						○		○				アウトバウンド営業（電話営業）は、対面で行なう営業とは求められるスキルが異なります。 本研修では、まず電話営業の心構えを理解し、その上で電話営業のスキルを習得します。お客さまの立場になり、信頼関係を築くコミュニケーション方法や、お客さまの真のニーズを引き出し、解決策を提案するクロージングスキルを習得します。またロールプレイトレーニングを通して確実に実践力を身に付けます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_telout.html

				111		モニタリングスキル研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		電話応対を評価する「良い耳」を持つために、電話応対の重要性や良い応対を構成する諸要素を再確認し、コール診断の具体的評価手法を習得します。

①自社が目指す「良い電話応対」とは何かを考え、そのビジョンを踏まえて評価項目を考えます。
②コール診断演習を通して評価のすり合わせディスカッションを行います。

本研修では、実際に調査した多数のコール診断の実例を踏まえ、ＣＳ、クレーム対応、営業力強化、などさまざまな観点から検討した「良い応対」の定義について解説します。コールセンターの特徴を踏まえた理想のオペレーター像のデザイン、コール診断、分析手法、センター全体をスキルアップさせる目標設定方法や改善手法など、「品質管理」についてお悩みのご担当者様は、是非ご参加ください。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call4.html

				112		（コールセンター向け）スーパーバイザー研修～SVとしての役割を知る ム ケンシュウ ヤクワリ シ		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、スーパーバイザーに求められている役割について学んでいただきます。主に業務管理と部下指導において、重要なポイントをお伝えします。
◆研修のポイント
①スーパーバイザーとして、役割を認識する 
②業務管理者として、マネジメントの重要な要素を理解する
③指導者として、現場で効果的な指導方法を身に付ける
④日常業務の中で実現していける目標設定の方法を理解する
⑤時間・コスト・運用の観点からリスク管理を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_call3.html

				113		モニタリングフィードバック研修 ケンシュウ		１日間 ニチカン		1								○		○		コールセンター向けの研修で、1日でモニタリングスキルとフィードバックスキルを習得していただきます。電話応対の重要性や、良い応対を構成する諸要素を再確認し、コール診断の具体的評価項目と基準を考えていただきます。また、面談を通じて、オペレーターの心情を理解・整理しながらフィードバックできるスキルを習得していただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/monitoringfb.html

				114		（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 ム ケンシュウ リョク コウジョウ		１日間 ニチカン		1										○		スーパーバイザー(ＳＶ)としてのマネジメント力を構成する３つのテーマ（判断力・育成能力・問題解決力）を軸に研修を行います。日常のルーティン業務をしっかりとこなすだけでなく、ＳＶとして更にワンランク上のレベルを目指すために必要な「マネジメント力」を身につけることが狙いです。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sv_management.html

				115		コールセンターマネジメント研修～KPIによる目標達成編		１日間 ニチカン		1								○		○		「ＫＰＩ指標」の意義について、下記の通り改めて認識して頂いた上で、自らの部署・部下・業務に適切なＫＰＩ指標を考えていただきます。

１．ＫＰＩは、自社コールセンターのコンセプトを実現する「道具」である。
２．ＫＰＩは、センターの現状を把握する「ものさし」である。
３．ＫＰＩは、人材育成のための「指導指標」である。
ＫＰＩを正しく理解して、現場で活用できるようになります。		http://www.insource.co.jp/bup/call_kpimanage.html

		半日間研修 ハンニチ カン ケンシュウ		116		（研修サプリ）要約力強化研修～仕事は「要約」から始める！ ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5				○		○						・相手に伝わる文書が書けるようになる
・伝えたいことを伝えるための論理構造と展開方法がわかる
・文書だけでなく口頭での「ホウ・レン・ソウ（報連相）」スキルを向上させる

◆得られる知識・スキル
・要約スキル　・文書作成スキル　・報告スキル　・ロジカルシンキングなど
◆研修のポイント
①要約力とは～要約の必要性を考える
②伝えたいことの簡潔なまとめ方～キーワード、５Ｗ１Ｈ、主語述語に注意する
③情報の整理～相手が理解しやすい論理構造で主張と根拠を明確にする
④文章の組み立て方～読み手の立場を想像し、文書の流れを考える		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_summary.html

				117		（研修サプリ）クレーム対応研修～ロールプレイングで猛特訓編 ケンシュウ		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				この研修では、より良いクレーム対応のため、クレームが発生する要因や対応の基本手順を理解していただきます。
◆得られる知識・スキル
・クレーム対応力　　・クレームに対する免疫力
◆研修のポイント
①顧客対応において重要なＣＳについて考える
②クレームが発生する要因・背景を学ぶ
③クレーム対応における、４つの基本手順を習得する		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_claim.html

				118		（研修サプリ）タイムマネジメント～業務の優先順位付けをクセづける		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				本研修では、タイムマネジメントの基本を学び、ご自身の業務の管理の仕方を改善します。

◆研修のポイント
①仕事の目的を明確にする
～仕事に取り掛かる前に、ＱＣＤＲ（質・コスト・納期・リスク）を考える
②取り掛かる仕事の順番を決める
～業務に優先順位をつけ、仕事の成果に差をつける
③準備を徹底し、効率をあげる
～業務を見直し、短縮できる部分を洗い出す		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_taimemanagement.html

				119		（研修サプリ）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		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				本研修では、ファイリングの基本スキルを習得し、業務改善を図ります。

◆研修のポイント
①ファイリングとは～４つのポイントを学び、コスト削減の意識を持つ
②ファイリングルールの基本～継続性のある分類方法・保管方法を習得する
③電子データの整理～紙データと比較しながら管理方法を考える
④ファイリングによるリスク管理～不適切な方法を取った場合のリスクと対策を考える		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_filing.html

				120		（研修サプリ）なぜなぜ分析～考えるクセをつける		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○				本研修では、物事の本質を見抜くために、事象や自身の主張に対して「なぜ」と考えるクセを身に付けていただきます。

◆研修のポイント
①「なぜ」を考え、事象の根拠を論理的に考える
①ロジックツリー、特性要因図などの手法により、真因を探る
③様々なフレームワークを用いて、解決策を検討する		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_why.html

				121		（研修サプリ）アサーティブコミュニケーション～言いにくいことを伝える		半日間 ハンニチカン		0.5						○		○		○		本研修では、自他尊重をした上で自分の伝えたいことを相手に伝えるスキルを習得することを目指します。

◆研修のポイント
①自分がとっているコミュニケーションのパターンを把握する
②相手が「話しやすい」「聞いてくれている」と感じる聴き方を習得する
③相手が不快にならない伝え方、ＤＥＳＣ法と「Ｉメッセージ」を練習する		http://www.insource.co.jp/bup/insuppli_assertive.html

		ＳＥ向け研修 ム ケンシュウ		122		ＩＴ入門研修 ニュウモン ケンシュウ		２日間 ニチカン		2												これからコンピュータやシステムに携わっていく方の最初の一歩と言える講座です。 情報技術の背景として知るべき原理や基礎となる技術について、幅広い知識を総合的に身に付けます。
具体的な到達目標は以下の３点です。

１．ＩＴ業界で働く上でベースとなる、ＩＴ基礎知識を習得する
　　（※国家資格「ITパスポート試験」のレベルを想定）
２．配属後に必要となるIT技術の専門用語の意味が理解できる
３．システム開発における仕事の進め方が理解できる
ＩＴの基礎知識・業界用語を、初めての方にも分かりやすい「ことば」に置き換えながらご説明いたします。ＰＣでコマンドを実行したり、ワークを通じて実際に体験するなど、座学と演習を織り交ぜることで、理解を深めていただきます。また、振り返りの時間を取り、受講者の皆さまの理解を確認しながら講義を進めてまいります。		http://www.insource.co.jp/bup/it_intro.html

				123		パソコン社内管理者研修（CompTIA A+対応）		２日間 ニチカン		2												初めての方にも分かり易く、ハードウェアやソフトウェア、ネットワーク、セキュリティ・トラブルに関してご指導いたします。併せてパソコンや周辺機器などに関する基本的な知識を身に付けていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_pckanri.html

				124		要件定義研修（システム担当者向け） ヨウケン テイギ ケンシュウ タントウシャ ム		１日間 ニチカン		1												要件定義からテストまでのシステム開発の一連の流れを理解することにより、効果的な開発が行なえるようになります。 システム開発工程（要件定義からテスト）における作業項目と手順を豊富な演習を通して体験し、システム開発をマネジメントする手法を習得していただきま す		http://www.insource.co.jp/bup/bup_it_youkenteigi.html

				125		ユーザーインターフェイス設計力向上研修		１日間 ニチカン		1												上流ＳＥにとって、インターフェイスを設計するのは、システム設計のまず第一歩であり、また、最も能力の差が出やすいところでもあります。 本研修では、インターフェイス設計の常識を身に付けるために、世の中の多様な「システム」に興味を持ち、ＡＰ設計者としてさまざまなインターフェイスを知るきっかけになるように、具体的な例をふんだんに提示しながら、ワークを活用し、理解していく流れで構成されています。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_interface.html

				126		レスポンシブＷＥＢデザインの基礎研修		１日間 ニチカン		1												本研修では、 Twitter Bootstrap を使って、閲覧する機器に応じてレイアウトが調整されたウェブページを作れることを目指します。

近年ではスマートフォンでのウェブアクセスが増えており、パソコン専用ページ・スマートフォン専用ページといったように機器ごとにページを作っていると、更新の手間や、更新忘れが発生してしまいます。そこで、１つのウェブページを、パソコンやスマートフォンなど、閲覧する機器に合わせてレイアウトを調整し、表示します。

本研修では、実際に、パソコン・スマートフォン・タブレットを使って、表示がどのように変わるかを確認しながら進めていきます。また、実際にウェブページを作りながら研修を進めるため、レスポンシブWEBデザインの基本的な概念を理解しやすくなります。
※パソコン、スマートフォン、タブレットは当社にて準備いたします。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_responsive_design.html

				127		プロジェクトマネジメント研修		１日間 ニチカン		1												本研修は、プロジェクトマネージャーとして遂行に必要な手順を理解し、高いパフォーマンスを生むチームの構築ができる手法を学びます。

◆研修のポイント
①プロジェクトの定義～チーム全体の目標を明確にする
②業務管理のための計画～スケジュール作成・リスクとコストのマネジメント
③プロジェクトマネジメントの実施～進捗管理・関係者とのコミュニケーション
④プロジェクトの終結～次のプロジェクトのためのＰＤＣＡと評価		http://www.insource.co.jp/bup/promane.html

				128		営業マインド向上研修～エンジニア向け		１日間 ニチカン		1												エンジニアを対象とした、営業マインドを高め、営業活動支援やアフターサービスにおける貢献度をアップさせることをねらいとした研修です。特に、エンジニアが不得手といわれる次の２点の重要性を理解していただき、営業マインドの向上を養っていただきます。

① お客さま視点で問題点を考える
② ビジネスとしての採算性を考える		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sales_mind.html

		ダイバーシティー関連研修 カンレン ケンシュウ		129		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」 ジョセイ ケンシュウ ヘン ジシン		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、女性が職場で活躍していくための課題と対応策について女性同士で考えていただけます。明るいキャリアビジョンを見出し、前向きな女性リーダーとして成長が期待できます。
◆研修のポイント
①組織に求められる自分の役割を考える
②過去を振り返りながら、自身のキャリアについて考える
③自分なりのリーダーとしての在り方を考える
④ワークライフバランスの実現を考える		http://www.insource.co.jp/bup/woman_leader.html

				130		女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーとしての足りないスキルを習得する」 ジョセイ ケンシュウ ヘン タ シュウトク		１日間 ニチカン		1								○		○		本研修では、リーダーとして求められている役割を考え、今後の目標をかかげていただきます。女性リーダーとして課題と捉えていることの多いスキルを習得することで、自信に繋げていただけます。

◆研修のポイント
①リーダーとしての役割認識、女性リーダーが求められる時代背景の理解
②感情をマネジメントする安定力
③組織の判断軸の考えて決める判断力
④部下を成長させるための指導力		http://www.insource.co.jp/bup/womanleader_skillup.html

				131		女性リーダー研修～コミュニケーション能力向上編 ジョセイ ケンシュウ ノウリョク コウジョウ ヘン		１日間 ニチカン		1								○		○		求められる役割を認識したうえで、その役割を果たすにあたってのリーダー像は一つではないことを知り、自分らしいリーダーシップについて考えていただきます。その後、リーダーとしての周囲とのコミュニケーション手法について学びます。		http://www.insource.co.jp/bup/woman_leader_communication.html

				132		女性リーダー研修（２日間） ジョセイ ケンシュウ ニチカン		２日間 ニチカン		2								○		○		（１日目）
女性リーダーとして活躍するために必要な考え方、スキルを考え、明日からの成長に向けた戦略・計画を明確にします。
（２日目）
女性リーダーとして活躍するために、先のキャリア・ビジョンを考え、不安を払拭し、前向きに成長に進む意識を高めます。		http://www.insource.co.jp/bup/woman_leader2.html

				133		（男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修		１日間 ニチカン		1										○		◆女性活躍を推進するための研修です。
本研修を通して以下の３点を学びます。
①世の中の流れを通して女性活用の重要さ、またはその効果
②女性リーダーやリーダー候補が実際に不安なポイント
③育成を支援するための効果的なコミュニケーションの方法		http://www.insource.co.jp/bup/training_female_leaders.html

				134		外国人社員受け入れ研修～必要な心構えを理解する		１日間 ニチカン		1								○		○		外国人社員を受け入れるにあたり、日本人とは異なる考え方（文化の違い）を持っていることが前提であることを認識していただきます。日本独特の文化も再認識したうえで、外国人社員の持つ能力を最大限に発揮させ、早期戦力化していくための心がまえを修得して頂きます。
◆研修のポイント
①自組織にとっての外国人採用の目的を考える
②文化とは何か考え、「違い」に対する理解を深める
③異文化理解をするための、コミュニケーションの取り方を考える
④外国人社員に対する、効果的な指示・指導方法を考える
⑤外国人社員の受け入れ計画を立てる		http://www.insource.co.jp/bup/bup_accepting_foreign_workers.html

				135		（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 ニホン ハタラ キソ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1				○		○						近年、日本で働く外国人の数が増加しています。しかし、慣れ親しんだ環境と大きく異なる日本の組織で働くことに、不安を抱えている方も少なくありません。いち早く日本の組織に馴染み、気持ちよく働いていくために大切な以下の２点について学んでいただきます。
１．日本と出身国の商習慣の相違の認識、日本の商習慣の文化的背景の理解
２．日本の職場や顧客から求められる具体的なビジネスマナー、仕事の進め方、コミュニケーションの取り方を習得する		http://www.insource.co.jp/bup/kiso_nonjapanese.html

				136		（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		１日間 ニチカン		1				○		○		○				本研修では、日本語や日本人の特徴を踏まえ、日本企業の文化を理解したうえで、日本企業で働く際に必要な組織で円滑に意思疎通を図るためのコミュニケーションスキルの修得を図ります。 
◆研修のポイント
①日本企業の特徴～背景や意図を理解する
②日本人のコミュニケーションの取り方を考える
③よく使われている言葉の意味や使い方を考える
④円滑なコミュニケーションに必要なスキルを身に付ける～挨拶・聴く・訊く		http://www.insource.co.jp/bup/bup_working_with_japanese.html

		人事担当者向け研修 ジンジ タントウシャ ム ケンシュウ		137		研修担当者レベルアップ研修 ケンシュウ タントウシャ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1.5												本研修では、研修担当者としての役割を再認識し、現在の組織の研修ニーズを把握した上で、実際に研修企画を立てていただきます。 
「ＰＤＣＡサイクル」を意識した研修の企画・運営・効果測定・フォローアップといった研修管理のノウハウを学ぶことで、新たな研修形態・体系を計画するスキルを習得できる研修です。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota3.html

				138		研修講師養成研修 ケンシュウ コウシ ヨウセイ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1												研修を実施する上での心構えと効果的な研修を行うのための、３つのポイントを学んでいただきます。
◆研修のポイント
①研修企画スキル
　研修のゴールの明確化、ゴールを実施するための手法、気付きを促す構成
②インストラクションスキル
　フィードバックの方法やホワイトボードの活用法など、「教える」ポイント
③コミュニケーションスキル
　受講者が主体的に参加できるような働きかけ、信頼関係を築く接し方		http://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota1.html

				139		（社内講師向け）ビジネスマナー体験研修		１日間 ニチカン		1												「新人向けマナー研修の講師に任命されたものの、どのように研修を進めたら良いのかわからない」
「研修のイメージはできているが、自分が登壇する前に、実際の研修に参加して、万全の準備をしたい」
  本研修は、そのようなお客様のご要望から誕生した社内講師向けの体験型ビジネスマナー研修です。 研修では、実際のビジネスマナー研修をご体感いただきながら、適宜、講師としての研修進行上の工夫、注意点などについても解説させていただきます。受講者として、また、講師としての両方の視点からビジネスマナー研修について理解を深めていただくことが可能です。
＊研修講師としてのスキルアップを主目的とされる方は、研修講師養成研修をご受講ください。　		http://www.insource.co.jp/bup/bus_manner_tantousha.html

				140		(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		１日間 ニチカン		1												本研修では、メンター制度を成果に繋げるため、導入・運用する上での重要なポイントを学んでいただきます。

◆研修のポイント
①メンター制度を導入する上での、人事担当者の役割を考える
②メンター制度を運営する仕組みを理解し、効果的な仕掛けを考える
③メンターとメンティーのマッチングについて考える
④現場（指導場面）でのコミュニケーションに必要なポイントを習得する		http://www.insource.co.jp/bup/mentor_system.html

				141		良い人材を見抜くための採用面談研修 ヨ ジンザイ ミヌ サイヨウ メンダン ケンシュウ		１日間 ニチカン		1												採用面接活動に関わる面接官には、以下の知識や能力が必要です。
　①マインド・・・採用官としての心構え
　②知識・・・面接の進め方
　③スキル・・・受験者の能力を見抜く洞察力と評価の仕方、質問の仕方
組織の将来を担う人材を確保する担当者としての役割をしっかりと認識し、採用面接官としてのマインドと知識・スキルを習得すると共に、模擬面接を通して実践力を身に付けます。		http://www.insource.co.jp/bup/bup_saiyo.html

				142		(人事担当者向け)女性活躍推進を考える研修 ジョセイカツヤクスイシン カンガ ケンシュウ		１日間 ニチカン		1												本研修では以下の３つのポイントを絞って講義、グループワークを行います。
①組織の未来像を考える
②女性の未来のキャリア像を整理する
③女性が今以上に活躍するために周囲への働きかけ方を知る 
上記を通して、自社の女性活用には何が足りないのか、もしくは不安要素に気づいていただきます。		http://www.insource.co.jp/bup/positive_action.html
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		■㈱インソース主催　平成,２７年度公開講座一覧（大阪開催）　【自己啓発型研修用】 シュサイ ヘイセイ ネンド コウカイ コウザ イチラン オオサカ カイサイ ジコ ケイハツ ガタ ケンシュウ ヨウ

		通番 ツウ バン		区分
（記載がないものは、一日） クブン キサイ イチニチ		研　修　名		ＨＰ		ス　キ　ル　区　分 ク ブン		ス　キ　ル　項　目 コウ メ										
　
階　　層

　　　　　　　　　
　　　　　　　階層は、あくまで目安ですので、等級に関わらず受講可です。 カイ ソウ カイソウ メヤス トウキュウ カカ ジュコウ カ														研　修　実　施　予　定　日　（　大　阪　開　催　） ケン オサム ジツ シ ヨ サダム ヒ ダイ サカ カイ サイ

												Ｍ：ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｷﾙ【経営・管理能力】
　　組織・人材開発/ｳﾞｨｼﾞｮﾝ・戦略etc

Ｃ：ｺﾝｾﾌﾟﾁｭｱﾙ・ｽｷﾙ【企画・問題解決力】
　　問題発見・解決　思考法/発想力etc

Ｔ：ﾃｸﾆｶﾙ・ｽｷﾙ【業務知識・遂行力】
　ﾌｧｲﾅﾝｽ・ＩＲ・税務・業務改善・私学行政etc

H：ﾋｭｰﾏﾝ・ｽｷﾙ【対人能力】
　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ｺｰﾁﾝｸﾞ・ﾏﾅｰetc

O:その他 ケイエイ カンリ ノウリョク ソシキ ジンザイ カイハツ センリャク キカク モンダイ カイケツ リョク モンダイ ハッケン カイケツ シコウホウ ハッソウリョク ギョウム チシキ スイコウ リョク ゼイム ギョウム カイゼン シガク ギョウセイ タイジン ノウリョク タ

																						ｲﾝｿｰｽが
考える対象者 カンガ タイショウシャ		管　理　職 カン リ ショク		一　　般　　職
　（　　）は新等級制度における等級 イッ ハン ショク

												Ｍ		Ｃ		Ｔ		Ｈ		Ｏ						係長
（3等級） カカリチョウ トウ キュウ		主任
（3等級） シュニン トウ キュウ		係員
（3等級） カカリイン トウ キュウ		係員
（2等級） カカリイン トウ キュウ		係員
（1等級） カカリイン トウ キュウ



		1				新人フォロー研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
コミュニケーションスキル						●		●				新人・若手								●		●		●		例） レイ		10/1		11/1		12/1		1/1

		2		2日間 ニチカン		（新人向け）ビジネス基礎研修～学生から社会人への意識と行動改革編		ＨＰ		考えるスキル								●				新人・若手								●		●		●

		3				ビジネスマナー研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		4				分かりやすい説明の仕方研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル
書くスキル						●		●				新人・若手								●		●		●

		5				パワーポイントプレゼンテーション研修		ＨＰ		書くスキル						●						新人・若手								●		●		●

		6				電話応対基礎研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		7				若手社員研修～主体性の発揮		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手								●		●		●

		8				（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する		ＨＰ		効率を高めるスキル
考えるスキル				●		●						新人・若手								●		●		●

		9				（新人・若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		10				財務基礎研修		ＨＰ		考えるスキル						●						新人・若手								●		●		●

		11				２年目フォローアップ研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手								●		●		●

		12				研修担当者レベルアップ研修		ＨＰ		育てるスキル
考えるスキル						●		●				新人・若手								●		●		●

		13				ＣＳクレーム対応研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手								●		●		●

		14		半日 ハンニチ		Microsoft Office研修～Excel2010		ＨＰ		ITスキル						●						新人・若手								●		●		●

		15				壁を乗り越える研修～若手向けモチベーションアップ		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手								●		●		●

		16				報告書・議事録の書き方研修		ＨＰ		書くスキル						●						新人・若手								●		●		●

		17		半日 ハンニチ		要約力強化研修～仕事は「要約」から始める！		ＨＰ		考えるスキル
書くスキル						●						新人・若手								●		●		●

		18				メンタルヘルス研修（セルフケア）		ＨＰ		考えるスキル								●		●		新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		19				ビジネス文書研修		ＨＰ		書くスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		20				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		ＨＰ		効率を高めるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		21				ロジカルシンキング研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		22				クレーム対応研修（中級）～ホスピタリティ精神を持ち、苦情対応に臨む		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		23				コミュニケーション研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		24				論理的で分かりやすい文書の書き方研修		ＨＰ		考えるスキル
書くスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		25				企画力研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		26				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		ＨＰ		考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		27				CS向上研修～ホスピタリティの意識を養う		ＨＰ		CSスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		28				ビジネスＥメールの書き方研修		ＨＰ		CSスキル
書くスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		29				マニュアル作成研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		30				事務職のための業務改善研修～ファイリング編		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		31				整理力向上研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		32				ひと目でわかる図解化研修		ＨＰ		考えるスキル
書くスキル				●		●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		33				接客マナー向上研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		34				プレゼンテーション研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		35				研修講師養成研修		ＨＰ		育てるスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		36				クレーム電話対応研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		37				Ｅメールの書き方研修～顧客満足度を高める編		ＨＰ		CSスキル
書くスキル						●						若手・新人・中堅				●		●		●		●		●

		38				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		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		39				クレームEメール対応研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル
書くスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		40				セールスプレゼンテーション研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅・管理職		●		●		●		●		●		●

		41				マーケティング研修		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		42				ロジカルシンキング研修～論理的思考を業務に生かす編		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		43				仕事の意欲向上研修		ＨＰ		考えるスキル
育てるスキル				●				●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		44				情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編		ＨＰ		考えるスキル
効率を高めるスキル
考えるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		45				説得力向上研修～ディベートによる能力開発		ＨＰ		考えるスキル				●								新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		46				提案書の作り方研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル
書くスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		47				秘書研修～秘書としての仕事の仕方		ＨＰ		CSスキル
効率を高めるスキル						●						新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		48				要件定義研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル
書くスキル
ITスキル						●		●				新人・若手・中堅				●		●		●		●		●

		49				アサーティブコミュニケーション研修		HP		コミュニケーションスキル								●				新人・若手・中堅・管理職		●		●		●		●		●		●

		50				電話応対レベルアップ研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅				●		●		●

		51				３０代向けキャリアデザイン研修		ＨＰ		考えるスキル				●								中堅				●		●		●

		52				問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する		ＨＰ		考えるスキル
効率を高めるスキル
考えるスキル				●		●						中堅				●		●		●

		53				中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル
考えるスキル		●		●				●				中堅				●		●		●

		54		2日間 ニチカン		リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●		●		●				中堅				●		●		●

		55				現場マネージャー研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
コミュニケーションスキル		●		●				●				中堅				●		●		●

		56				接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を向上する		ＨＰ		CSスキル
考えるスキル				●				●				中堅				●		●		●

		57		2日間 ニチ カン		中堅社員研修（２日間）		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル
考えるスキル				●				●				中堅				●		●		●

		58				（社内講師向け）ビジネスマナー体験研修		ＨＰ		CSスキル
育てるスキル						●		●				中堅				●		●		●

		59				業務フロー作成研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
考えるスキル				●		●						中堅				●		●		●

		60				ベテランのためのビジネスマナー研修		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅				●		●		●

		61				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		ＨＰ		育てるスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		62				組織のタイムマネジメント研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル
考えるスキル		●		●								中堅・管理職		●		●		●		●

		63		半日 ハンニチ		ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを正しく理解する		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル								●		●		中堅・管理職		●		●		●		●

		64				ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル		●						●				中堅・管理職		●		●		●		●



		65				リーダーコミュニケーション研修		ＨＰ		育てるスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		66				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		ＨＰ		考えるスキル				●				●				中堅・管理職		●		●		●		●

		67				女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーとしての足りないスキルを習得する」		ＨＰ		育てるスキル
考えるスキル				●				●				中堅・管理職		●		●		●		●

		68				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」		ＨＰ		考えるスキル				●								中堅・管理職		●		●		●		●

		69				業務改善研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
考えるスキル				●		●						中堅・管理職		●		●		●		●

		70				メンター研修		ＨＰ		育てるスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		71				ファシリテーション研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
コミュニケーションスキル						●		●				中堅・管理職		●		●		●		●

		72				交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達する		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		73				ハードクレーム対応研修～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する		ＨＰ		CSスキル
コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		74				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		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
育てるスキル						●						中堅・管理職		●		●		●		●

		75				プロジェクトマネジメント基礎研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
コミュニケーションスキル		●				●		●				中堅・管理職		●		●		●		●

		76				判断力強化研修		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●						●		中堅・管理職		●		●		●		●

		77				(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（１日間）		ＨＰ		育てるスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		78				（人事担当者向け）女性活躍推進を考える研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル
考えるスキル		●						●				中堅・管理職		●		●		●		●

		79				メンタルヘルス研修		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル								●		●		中堅・管理職		●		●		●		●

		80				良い人材を見抜くための採用面談研修		ＨＰ		コミュニケーションスキル								●				中堅・管理職		●		●		●		●

		81				段取り研修～心構えを醸成し、管理職のスキルを習得する		ＨＰ		効率を高めるスキル
育てるスキル		●				●						管理職		●

		82		2日間 ニチカン		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）		ＨＰ		考えるスキル		●						●				管理職		●

		83				管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する		ＨＰ		育てるスキル		●										管理職		●

		84				上級管理職研修		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●				●				管理職		●

		85				リスクマネジメント研修～危機管理意識を向上し、未然に防ぐ方法を学ぶ		ＨＰ				●										管理職		●

		86				評価者研修		ＨＰ		育てるスキル
コミュニケーションスキル		●						●				管理職		●

		87				目標管理研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル		●										管理職		●

		88				変革リーダー研修～リーダーシップ強化編		ＨＰ		管理するスキル
コミュニケーションスキル
考えるスキル		●		●				●				管理職		●

		89				労務管理研修		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル		●				●						管理職		●

		90				部下モチベーション向上研修		ＨＰ		管理するスキル
育てるスキル
コミュニケーションスキル		●						●				管理職		●

		91		半日 ハンニチ		（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		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●		●								管理職		●

		92				（男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修		ＨＰ		育てるスキル								●				管理職		●

		93				ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する		ＨＰ		効率を高めるスキル
管理するスキル
考えるスキル				●		●						管理職		●

		94				ハラスメント防止研修～管理職として組織への損害を考え、対策を立てる		ＨＰ		管理するスキル
考えるスキル		●				●						管理職		●



http://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/newcomer_comu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_zaimu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/over_the_wall.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_summary.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mental_self.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/followup_02.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota8.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota9.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_claim1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho_logic.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku6.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_logical.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_csup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_filing.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_seiriryoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_zukaisikou.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_setsugu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota5.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_call6.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/email_csup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_claim4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/claim_syokyu.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_salespresen.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_marketing.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_logical.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_motivation.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_jyouhou.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_teiansyo.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_settoku_debate.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_hisyo_manner.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_it_youkenteigi.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/calling_service_levelup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/insuppli_excel.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_30_careerdesign.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_solution.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_followership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/eikyouryoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genbalida.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_setugu_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_followership_twodays.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bus_manner_tantousha.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/gyomu_flow.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_business_ad.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin5.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_jishucoaching.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_soshiki_time.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_sekuhara.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadercom.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_leadership.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/woman_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/womanleader_skillup.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumukaizen.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_menter.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bissinessmanar.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku9.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku4.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_hardclaim.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_jimu_opemiss.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/promane.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/better_decision_making.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/mentor_system.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/positive_action.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku3.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_saiyo.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_directions.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku1.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_new_kanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_genninkanrisyoku.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_struct.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku8.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mendan.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_roumu_manage.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_mokuhyoukanri.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bucho_leader.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_bukmotivation.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_powerpoint_present.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/training_female_leaders.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_compliance_privacy.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_knowledge_manage.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_harassment.htmlhttp://www.insource.co.jp/bup/bup_assertive.html

Csample

				講座一覧 コウザ イチラン

				No.		現等級 ゲン トウキュウ		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		公開講座 コウカイ コウザ

				1		L1/A1/O1		ビジネススキル初級必須 ショキュウ ヒッス		（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを強化する

				2				ビジネススキル初級選択 ショキュウ センタク		ロジカルシンキング研修

				3

				4						アサーティブコミュニケーション研修

				5						プレゼンテーション研修

				6		L2/A2/O2		リーダーシップ必須		リーダーシップ研修

				7				リーダーシップ選択 センタク		リーダーコミュニケーション研修 ケンシュウ

				8

				9						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

				10		L2/A3/O2		ビジネススキル中級選択 チュウキュウ センタク		プロジェクトマネジメント基礎研修

				11						ファシリテーション研修

				12						問題解決研修

				13		L3/A4/O3		マネジメント必須		管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する カンリ ショク ム ケンシュウ

				14				ビジネススキル上級必須
※右記3科目全て要受講 ジョウキュウ ヒッス ウキ カモク スベ ヨウ ジュコウ		経営戦略研修 ケイエイ センリャク ケンシュウ

				15						マーケティング研修

				16						財務基礎研修

				17		海外勤務者のみ カイガイ キンムシャ				-









Ｌ１ Ａ１ Ｏ１

																								2016/2/26現在 ゲンザイ

		Ｌ１／Ａ１／Ｏ１向け研修スケジュール ム ケンシュウ

		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		ビジネススキル初級必須 ショキュウ ヒッス						ビジネススキル初級選択 ショキュウ センタク

		公開講座 コウカイ コウザ		（若手向け）
仕事の進め方研修
～PDCAを強化する～						ロジカルシンキング研修 ケンシュウ						アサーティブ
コミュニケーション研修 ケンシュウ						プレゼンテーション研修 ケンシュウ

				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ

				東京 トウキョウ		23				東京 トウキョウ		80				東京 トウキョウ		79				東京 トウキョウ		88

				大阪 オオサカ		5				大阪 オオサカ		16				大阪 オオサカ		12				大阪 オオサカ		22

				名古屋 ナゴヤ		4				名古屋 ナゴヤ		12				名古屋 ナゴヤ		12				名古屋 ナゴヤ		12



				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名

				4/22/16		東京 トウキョウ				4/14/16		東京 トウキョウ				4/14/16		大阪 オオサカ				4/15/16		東京 トウキョウ

				5/9/16		大阪 オオサカ				4/21/16		名古屋 ナゴヤ				4/16/16		東京 トウキョウ				4/18/16		東京 トウキョウ

				5/12/16		東京 トウキョウ				4/22/16		大阪 オオサカ				4/19/16		東京 トウキョウ				4/21/16		大阪 オオサカ

				5/24/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ				4/20/16		名古屋 ナゴヤ				4/21/16		名古屋 ナゴヤ

				6/3/16		東京 トウキョウ				5/2/16		大阪 オオサカ				5/2/16		東京 トウキョウ				4/26/16		東京 トウキョウ

				6/16/16		名古屋 ナゴヤ				5/2/16		東京 トウキョウ				5/9/16		東京 トウキョウ				4/28/16		大阪 オオサカ

				6/23/16		東京 トウキョウ				5/6/16		東京 トウキョウ				5/13/16		名古屋 ナゴヤ				5/6/16		東京 トウキョウ

				7/6/16		東京 トウキョウ				5/10/16		東京 トウキョウ				5/19/16		東京 トウキョウ				5/9/16		東京 トウキョウ

				7/22/16		東京 トウキョウ				5/12/16		名古屋 ナゴヤ				5/25/16		東京 トウキョウ				5/14/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		大阪 オオサカ				5/14/16		東京 トウキョウ				5/27/16		大阪 オオサカ				5/17/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		東京 トウキョウ				5/23/16		東京 トウキョウ				5/31/16		東京 トウキョウ				5/19/16		大阪 オオサカ

				8/23/16		東京 トウキョウ				5/30/16		東京 トウキョウ				6/6/16		名古屋 ナゴヤ				5/23/16		名古屋 ナゴヤ

				9/1/16		大阪 オオサカ				6/3/16		東京 トウキョウ				6/8/16		東京 トウキョウ				5/25/16		東京 トウキョウ

				9/8/16		東京 トウキョウ				6/7/16		東京 トウキョウ				6/14/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ

				9/12/16		名古屋 ナゴヤ				6/7/16		名古屋 ナゴヤ				6/17/16		東京 トウキョウ				6/6/16		東京 トウキョウ

				9/23/16		東京 トウキョウ				6/8/16		大阪 オオサカ				6/20/16		東京 トウキョウ				6/7/16		大阪 オオサカ

				10/6/16		東京 トウキョウ				6/15/16		東京 トウキョウ				6/21/16		大阪 オオサカ				6/10/16		名古屋 ナゴヤ

				10/28/16		東京 トウキョウ				6/20/16		東京 トウキョウ				6/23/16		東京 トウキョウ				6/11/16		東京 トウキョウ

				11/8/16		東京 トウキョウ				6/24/16		東京 トウキョウ				6/28/16		東京 トウキョウ				6/13/16		東京 トウキョウ

				11/22/16		大阪 オオサカ				6/27/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ				6/21/16		東京 トウキョウ

				11/24/16		東京 トウキョウ				7/4/16		東京 トウキョウ				7/11/16		東京 トウキョウ				6/23/16		大阪 オオサカ

				12/5/16		東京 トウキョウ				7/5/16		大阪 オオサカ				7/14/16		東京 トウキョウ				6/24/16		東京 トウキョウ

				12/7/16		名古屋 ナゴヤ				7/7/16		東京 トウキョウ				7/19/16		東京 トウキョウ				6/27/16		東京 トウキョウ

				12/14/16		東京 トウキョウ				7/12/16		東京 トウキョウ				7/21/16		大阪 オオサカ				6/29/16		東京 トウキョウ

				1/5/17		東京 トウキョウ				7/13/16		名古屋 ナゴヤ				7/21/16		名古屋 ナゴヤ				7/4/16		東京 トウキョウ

				1/27/17		東京 トウキョウ				7/15/16		東京 トウキョウ				7/22/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ

				2/7/17		東京 トウキョウ				7/20/16		東京 トウキョウ				7/23/16		東京 トウキョウ				7/7/16		名古屋 ナゴヤ

				2/21/17		大阪 オオサカ				7/23/16		東京 トウキョウ				7/27/16		東京 トウキョウ				7/11/16		東京 トウキョウ

				2/23/17		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ				8/3/16		東京 トウキョウ				7/12/16		大阪 オオサカ

				3/6/17		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ				8/8/16		東京 トウキョウ				7/14/16		東京 トウキョウ

				3/14/17		名古屋 ナゴヤ				8/2/16		東京 トウキョウ				8/12/16		東京 トウキョウ				7/19/16		東京 トウキョウ

				3/15/17		東京 トウキョウ				8/5/16		東京 トウキョウ				8/16/16		東京 トウキョウ				7/22/16		東京 トウキョウ

										8/9/16		大阪 オオサカ				8/24/16		大阪 オオサカ				7/23/16		東京 トウキョウ

										8/10/16		東京 トウキョウ				8/24/16		名古屋 ナゴヤ				7/25/16		東京 トウキョウ

										8/17/16		名古屋 ナゴヤ				8/25/16		東京 トウキョウ				7/27/16		大阪 オオサカ

										8/19/16		東京 トウキョウ				8/29/16		東京 トウキョウ				8/2/16		東京 トウキョウ

										8/22/16		東京 トウキョウ				9/2/16		東京 トウキョウ				8/2/16		名古屋 ナゴヤ

										8/25/16		大阪 オオサカ				9/7/16		東京 トウキョウ				8/5/16		東京 トウキョウ

										8/25/16		東京 トウキョウ				9/12/16		東京 トウキョウ				8/8/16		東京 トウキョウ

										8/30/16		東京 トウキョウ				9/13/16		名古屋 ナゴヤ				8/16/16		大阪 オオサカ

										9/5/16		東京 トウキョウ				9/15/16		東京 トウキョウ				8/17/16		東京 トウキョウ

										9/8/16		東京 トウキョウ				9/20/16		東京 トウキョウ				8/19/16		東京 トウキョウ

										9/13/16		東京 トウキョウ				9/21/16		大阪 オオサカ				8/20/16		東京 トウキョウ

										9/16/16		東京 トウキョウ				9/29/16		東京 トウキョウ				8/25/16		東京 トウキョウ

										9/20/16		大阪 オオサカ				10/4/16		東京 トウキョウ				8/30/16		東京 トウキョウ

										9/21/16		東京 トウキョウ				10/6/16		大阪 オオサカ				9/2/16		東京 トウキョウ

										9/26/16		東京 トウキョウ				10/7/16		東京 トウキョウ				9/5/16		東京 トウキョウ

										9/29/16		東京 トウキョウ				10/12/16		東京 トウキョウ				9/7/16		名古屋 ナゴヤ

										9/29/16		名古屋 ナゴヤ				10/12/16		名古屋 ナゴヤ				9/9/16		大阪 オオサカ

										10/3/16		東京 トウキョウ				10/15/16		東京 トウキョウ				9/9/16		東京 トウキョウ

										10/6/16		東京 トウキョウ				10/17/16		東京 トウキョウ				9/13/16		東京 トウキョウ

										10/7/16		大阪 オオサカ				10/20/16		東京 トウキョウ				9/21/16		東京 トウキョウ

										10/11/16		東京 トウキョウ				10/25/16		東京 トウキョウ				9/24/16		東京 トウキョウ

										10/14/16		東京 トウキョウ				10/27/16		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ

										10/19/16		東京 トウキョウ				10/31/16		東京 トウキョウ				9/27/16		大阪 オオサカ

										10/25/16		東京 トウキョウ				11/2/16		東京 トウキョウ				9/29/16		東京 トウキョウ

										10/25/16		名古屋 ナゴヤ				11/8/16		東京 トウキョウ				10/3/16		東京 トウキョウ

										10/27/16		東京 トウキョウ				11/11/16		大阪 オオサカ				10/6/16		東京 トウキョウ

										10/28/16		大阪 オオサカ				11/11/16		東京 トウキョウ				10/11/16		東京 トウキョウ

										10/31/16		東京 トウキョウ				11/14/16		東京 トウキョウ				10/14/16		大阪 オオサカ

										11/4/16		東京 トウキョウ				11/15/16		名古屋 ナゴヤ				10/14/16		東京 トウキョウ

										11/8/16		東京 トウキョウ				11/17/16		東京 トウキョウ				10/14/16		名古屋 ナゴヤ

										11/10/16		東京 トウキョウ				11/22/16		東京 トウキョウ				10/19/16		東京 トウキョウ

										11/14/16		東京 トウキョウ				11/25/16		東京 トウキョウ				10/22/16		東京 トウキョウ

										11/16/16		東京 トウキョウ				11/29/16		東京 トウキョウ				10/25/16		東京 トウキョウ

										11/21/16		大阪 オオサカ				12/2/16		東京 トウキョウ				10/26/16		大阪 オオサカ

										11/22/16		東京 トウキョウ				12/6/16		東京 トウキョウ				10/27/16		東京 トウキョウ

										11/24/16		名古屋 ナゴヤ				12/8/16		東京 トウキョウ				10/31/16		東京 トウキョウ

										11/25/16		東京 トウキョウ				12/14/16		東京 トウキョウ				11/4/16		東京 トウキョウ

										11/30/16		東京 トウキョウ				12/14/16		名古屋 ナゴヤ				11/5/16		東京 トウキョウ

										12/5/16		東京 トウキョウ				12/19/16		東京 トウキョウ				11/8/16		大阪 オオサカ

										12/8/16		東京 トウキョウ				12/20/16		大阪 オオサカ				11/8/16		東京 トウキョウ

										12/12/16		大阪 オオサカ				12/22/16		東京 トウキョウ				11/10/16		東京 トウキョウ

										12/13/16		東京 トウキョウ				1/6/17		東京 トウキョウ				11/14/16		東京 トウキョウ

										12/16/16		東京 トウキョウ				1/11/17		東京 トウキョウ				11/16/16		東京 トウキョウ

										12/20/16		名古屋 ナゴヤ				1/16/17		東京 トウキョウ				11/17/16		名古屋 ナゴヤ

										12/21/16		東京 トウキョウ				1/19/17		東京 トウキョウ				11/22/16		東京 トウキョウ

										1/5/17		大阪 オオサカ				1/20/17		大阪 オオサカ				11/24/16		大阪 オオサカ

										1/5/17		東京 トウキョウ				1/24/17		東京 トウキョウ				11/25/16		東京 トウキョウ

										1/10/17		東京 トウキョウ				1/26/17		東京 トウキョウ				11/30/16		東京 トウキョウ

										1/13/17		東京 トウキョウ				1/26/17		名古屋 ナゴヤ				12/5/16		東京 トウキョウ

										1/18/17		東京 トウキョウ				1/28/17		東京 トウキョウ				12/8/16		東京 トウキョウ

										1/24/17		東京 トウキョウ				1/30/17		東京 トウキョウ				12/13/16		東京 トウキョウ

										1/26/17		大阪 オオサカ				2/1/17		東京 トウキョウ				12/16/16		大阪 オオサカ

										1/26/17		東京 トウキョウ				2/7/17		東京 トウキョウ				12/16/16		東京 トウキョウ

										1/27/17		名古屋 ナゴヤ				2/10/17		東京 トウキョウ				12/17/16		東京 トウキョウ

										1/28/17		東京 トウキョウ				2/13/17		東京 トウキョウ				12/21/16		東京 トウキョウ

										1/30/17		東京 トウキョウ				2/14/17		名古屋 ナゴヤ				12/21/16		名古屋 ナゴヤ

										2/3/17		東京 トウキョウ				2/16/17		東京 トウキョウ				1/5/17		東京 トウキョウ

										2/7/17		東京 トウキョウ				2/21/17		東京 トウキョウ				1/6/17		大阪 オオサカ

										2/9/17		大阪 オオサカ				2/22/17		大阪 オオサカ				1/10/17		東京 トウキョウ

										2/9/17		東京 トウキョウ				2/24/17		東京 トウキョウ				1/13/17		東京 トウキョウ

										2/13/17		東京 トウキョウ				2/28/17		東京 トウキョウ				1/18/17		東京 トウキョウ

										2/15/17		東京 トウキョウ				3/3/17		東京 トウキョウ				1/23/17		大阪 オオサカ

										2/21/17		東京 トウキョウ				3/7/17		東京 トウキョウ				1/24/17		東京 トウキョウ

										2/21/17		名古屋 ナゴヤ				3/9/17		東京 トウキョウ				1/24/17		名古屋 ナゴヤ

										2/24/17		東京 トウキョウ				3/10/17		名古屋 ナゴヤ				1/26/17		東京 トウキョウ

										3/1/17		大阪 オオサカ				3/11/17		東京 トウキョウ				1/28/17		東京 トウキョウ

										3/6/17		東京 トウキョウ				3/15/17		東京 トウキョウ				1/30/17		東京 トウキョウ

										3/9/17		東京 トウキョウ				3/20/17		東京 トウキョウ				2/3/17		東京 トウキョウ

										3/14/17		東京 トウキョウ				3/23/17		大阪 オオサカ				2/7/17		大阪 オオサカ

										3/17/17		東京 トウキョウ				3/23/17		東京 トウキョウ				2/7/17		大阪 オオサカ

										3/22/17		東京 トウキョウ				3/27/17		東京 トウキョウ				2/7/17		東京 トウキョウ

										3/22/17		名古屋 ナゴヤ										2/9/17		東京 トウキョウ

										3/23/17		大阪 オオサカ										2/13/17		東京 トウキョウ

										3/25/17		東京 トウキョウ										2/15/17		東京 トウキョウ

										3/27/17		東京 トウキョウ										2/17/17		名古屋 ナゴヤ

										3/29/17		東京 トウキョウ										2/21/17		東京 トウキョウ

																						2/23/17		大阪 オオサカ

																						2/24/17		東京 トウキョウ

																						2/25/17		東京 トウキョウ

																						3/6/17		東京 トウキョウ

																						3/9/17		東京 トウキョウ

																						3/10/17		大阪 オオサカ

																						3/14/17		東京 トウキョウ

																						3/17/17		東京 トウキョウ

																						3/22/17		東京 トウキョウ

																						3/24/17		東京 トウキョウ

																						3/25/17		東京 トウキョウ

																						3/27/17		大阪 オオサカ

																						3/28/17		名古屋 ナゴヤ

																						3/30/17		東京 トウキョウ





Ｌ２ Ａ２ Ｏ２

																		2016/2/26現在 ゲンザイ

		Ｌ２／Ａ２／Ｏ２向け研修スケジュール ム ケンシュウ

		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		リーダーシップ必須 ヒッス						リーダーシップ選択 センタク

		公開講座 コウカイ コウザ		リーダーシップ研修 ケンシュウ						リーダー
コミュニケーション研修 ケンシュウ						コーチング研修 ケンシュウ

				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ

				東京 トウキョウ		70				東京 トウキョウ		53				東京 トウキョウ		87

				大阪 オオサカ		17				大阪 オオサカ		9				大阪 オオサカ		18

				名古屋 ナゴヤ		10				名古屋 ナゴヤ		5				名古屋 ナゴヤ		12



				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名

				4/14/16		大阪 オオサカ				4/27/16		大阪 オオサカ				4/15/16		東京 トウキョウ

				4/20/16		東京 トウキョウ				4/19/16		東京 トウキョウ				4/20/16		東京 トウキョウ

				4/26/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ				4/23/16		東京 トウキョウ

				5/2/16		東京 トウキョウ				5/2/16		東京 トウキョウ				4/25/16		東京 トウキョウ

				5/10/16		東京 トウキョウ				5/18/16		東京 トウキョウ				4/26/16		名古屋 ナゴヤ

				5/16/16		大阪 オオサカ				5/26/16		大阪 オオサカ				4/28/16		大阪 オオサカ

				5/18/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ				4/28/16		東京 トウキョウ

				5/20/16		名古屋 ナゴヤ				6/8/16		東京 トウキョウ				5/6/16		東京 トウキョウ

				5/27/16		東京 トウキョウ				6/16/16		東京 トウキョウ				5/11/16		東京 トウキョウ

				6/2/16		東京 トウキョウ				6/21/16		東京 トウキョウ				5/14/16		東京 トウキョウ

				6/7/16		東京 トウキョウ				6/25/16		東京 トウキョウ				5/16/16		東京 トウキョウ

				6/13/16		東京 トウキョウ				6/29/16		名古屋 ナゴヤ				5/20/16		大阪 オオサカ

				6/17/16		大阪 オオサカ				7/1/16		東京 トウキョウ				5/20/16		東京 トウキョウ

				6/24/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ				5/26/16		東京 トウキョウ

				6/30/16		東京 トウキョウ				7/11/16		大阪 オオサカ				5/27/16		名古屋 ナゴヤ

				7/5/16		大阪 オオサカ				7/14/16		東京 トウキョウ				6/1/16		東京 トウキョウ

				7/5/16		東京 トウキョウ				7/26/16		東京 トウキョウ				6/6/16		東京 トウキョウ

				7/8/16		東京 トウキョウ				8/3/16		東京 トウキョウ				6/10/16		大阪 オオサカ

				7/13/16		東京 トウキョウ				8/4/16		名古屋 ナゴヤ				6/10/16		東京 トウキョウ

				7/19/16		名古屋 ナゴヤ				8/10/16		東京 トウキョウ				6/15/16		東京 トウキョウ

				7/21/16		東京 トウキョウ				8/11/16		大阪 オオサカ				6/21/16		東京 トウキョウ

				7/25/16		東京 トウキョウ				8/18/16		東京 トウキョウ				6/23/16		名古屋 ナゴヤ

				7/27/16		大阪 オオサカ				8/26/16		東京 トウキョウ				6/25/16		東京 トウキョウ

				7/28/16		東京 トウキョウ				9/1/16		東京 トウキョウ				6/27/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		東京 トウキョウ				9/7/16		東京 トウキョウ				6/28/16		大阪 オオサカ

				8/9/16		東京 トウキョウ				9/13/16		東京 トウキョウ				7/5/16		東京 トウキョウ

				8/19/16		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ				7/8/16		東京 トウキョウ

				8/19/16		名古屋 ナゴヤ				10/5/16		東京 トウキョウ				7/9/16		東京 トウキョウ

				8/24/16		東京 トウキョウ				10/7/16		東京 トウキョウ				7/11/16		大阪 オオサカ

				8/26/16		大阪 オオサカ				10/13/16		東京 トウキョウ				7/13/16		東京 トウキョウ

				8/30/16		東京 トウキョウ				10/19/16		東京 トウキョウ				7/20/16		大阪 オオサカ

				9/1/16		東京 トウキョウ				10/21/16		名古屋 ナゴヤ				7/21/16		東京 トウキョウ

				9/5/16		大阪 オオサカ				10/22/16		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ

				9/6/16		東京 トウキョウ				10/24/16		大阪 オオサカ				7/27/16		名古屋 ナゴヤ

				9/8/16		名古屋 ナゴヤ				10/26/16		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ

				9/14/16		東京 トウキョウ				10/28/16		東京 トウキョウ				8/1/16		東京 トウキョウ

				9/23/16		東京 トウキョウ				11/1/16		東京 トウキョウ				8/5/16		大阪 オオサカ

				9/30/16		大阪 オオサカ				11/7/16		東京 トウキョウ				8/5/16		東京 トウキョウ

				9/30/16		東京 トウキョウ				11/10/16		東京 トウキョウ				8/10/16		東京 トウキョウ

				10/4/16		東京 トウキョウ				11/16/16		東京 トウキョウ				8/16/16		東京 トウキョウ

				10/7/16		東京 トウキョウ				11/17/16		大阪 オオサカ				8/19/16		名古屋 ナゴヤ

				10/11/16		東京 トウキョウ				11/22/16		東京 トウキョウ				8/20/16		東京 トウキョウ

				10/11/16		名古屋 ナゴヤ				11/25/16		東京 トウキョウ				8/23/16		東京 トウキョウ

				10/13/16		東京 トウキョウ				12/1/16		東京 トウキョウ				8/31/16		大阪 オオサカ

				10/17/16		大阪 オオサカ				12/7/16		東京 トウキョウ				9/5/16		東京 トウキョウ

				10/17/16		東京 トウキョウ				12/8/16		大阪 オオサカ				9/10/16		東京 トウキョウ

				10/20/16		東京 トウキョウ				12/14/16		名古屋 ナゴヤ				9/15/16		東京 トウキョウ

				10/24/16		東京 トウキョウ				12/16/16		東京 トウキョウ				9/21/16		東京 トウキョウ

				10/28/16		東京 トウキョウ				12/21/16		東京 トウキョウ				9/23/16		大阪 オオサカ

				11/2/16		東京 トウキョウ				1/6/17		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ

				11/7/16		東京 トウキョウ				1/12/17		東京 トウキョウ				9/28/16		名古屋 ナゴヤ

				11/10/16		名古屋 ナゴヤ				1/18/17		東京 トウキョウ				10/4/16		東京 トウキョウ

				11/11/16		東京 トウキョウ				1/20/17		大阪 オオサカ				10/7/16		東京 トウキョウ

				11/15/16		東京 トウキョウ				1/25/17		東京 トウキョウ				10/11/16		大阪 オオサカ

				11/17/16		東京 トウキョウ				1/27/17		東京 トウキョウ				10/12/16		東京 トウキョウ

				11/18/16		大阪 オオサカ				1/31/17		東京 トウキョウ				10/15/16		東京 トウキョウ

				11/21/16		東京 トウキョウ				2/6/17		東京 トウキョウ				10/17/16		東京 トウキョウ

				11/24/16		東京 トウキョウ				2/9/17		東京 トウキョウ				10/20/16		東京 トウキョウ

				11/29/16		大阪 オオサカ				2/15/17		東京 トウキョウ				10/25/16		東京 トウキョウ

				11/29/16		東京 トウキョウ				2/15/17		名古屋 ナゴヤ				10/27/16		東京 トウキョウ

				12/2/16		東京 トウキョウ				2/21/17		東京 トウキョウ				10/27/16		名古屋 ナゴヤ

				12/6/16		東京 トウキョウ				2/24/17		東京 トウキョウ				10/31/16		東京 トウキョウ

				12/7/16		名古屋 ナゴヤ				3/2/17		東京 トウキョウ				11/1/16		大阪 オオサカ

				12/9/16		東京 トウキョウ				3/8/17		東京 トウキョウ				11/2/16		東京 トウキョウ

				12/14/16		東京 トウキョウ				3/16/17		大阪 オオサカ				11/5/16		東京 トウキョウ

				12/19/16		東京 トウキョウ				3/17/17		東京 トウキョウ				11/8/16		東京 トウキョウ

				12/22/16		大阪 オオサカ				3/22/17		東京 トウキョウ				11/11/16		東京 トウキョウ

				12/22/16		東京 トウキョウ										11/14/16		東京 トウキョウ

				1/6/17		東京 トウキョウ										11/17/16		東京 トウキョウ

				1/10/17		東京 トウキョウ										11/22/16		東京 トウキョウ

				1/12/17		東京 トウキョウ										11/25/16		大阪 オオサカ

				1/12/17		名古屋 ナゴヤ										11/25/16		東京 トウキョウ

				1/16/17		大阪 オオサカ										11/29/16		東京 トウキョウ

				1/16/17		東京 トウキョウ										11/29/16		名古屋 ナゴヤ

				1/19/17		東京 トウキョウ										12/2/16		東京 トウキョウ

				1/23/17		東京 トウキョウ										12/6/16		東京 トウキョウ

				1/27/17		東京 トウキョウ										12/8/16		東京 トウキョウ

				2/1/17		東京 トウキョウ										12/10/16		東京 トウキョウ

				2/6/17		東京 トウキョウ										12/14/16		東京 トウキョウ

				2/8/17		大阪 オオサカ										12/15/16		名古屋 ナゴヤ

				2/8/17		名古屋 ナゴヤ										12/19/16		東京 トウキョウ

				2/10/17		東京 トウキョウ										12/22/16		大阪 オオサカ

				2/14/17		東京 トウキョウ										12/22/16		東京 トウキョウ

				2/16/17		東京 トウキョウ										1/6/17		大阪 オオサカ

				2/20/17		東京 トウキョウ										1/6/17		東京 トウキョウ

				2/23/17		東京 トウキョウ										1/11/17		東京 トウキョウ

				2/24/17		大阪 オオサカ										1/14/17		東京 トウキョウ

				2/28/17		東京 トウキョウ										1/16/17		東京 トウキョウ

				3/3/17		東京 トウキョウ										1/19/17		東京 トウキョウ

				3/3/17		名古屋 ナゴヤ										1/24/17		東京 トウキョウ

				3/7/17		東京 トウキョウ										1/25/17		名古屋 ナゴヤ

				3/9/17		大阪 オオサカ										1/26/17		東京 トウキョウ

				3/10/17		東京 トウキョウ										1/30/17		東京 トウキョウ

				3/15/17		東京 トウキョウ										2/1/17		大阪 オオサカ

				3/20/17		東京 トウキョウ										2/1/17		東京 トウキョウ

				3/23/17		東京 トウキョウ										2/7/17		東京 トウキョウ

				3/28/17		大阪 オオサカ										2/10/17		東京 トウキョウ

																2/11/17		東京 トウキョウ

																2/13/17		東京 トウキョウ

																2/16/17		大阪 オオサカ

																2/16/17		東京 トウキョウ

																2/16/17		名古屋 ナゴヤ

																2/21/17		東京 トウキョウ

																2/24/17		東京 トウキョウ

																2/28/17		東京 トウキョウ

																3/2/17		大阪 オオサカ

																3/3/17		東京 トウキョウ

																3/7/17		東京 トウキョウ

																3/9/17		東京 トウキョウ

																3/11/17		東京 トウキョウ

																3/15/17		東京 トウキョウ

																3/20/17		大阪 オオサカ

																3/20/17		東京 トウキョウ

																3/23/17		東京 トウキョウ

																3/23/17		名古屋 ナゴヤ

																3/24/17		東京 トウキョウ

																3/28/17		東京 トウキョウ





Ｌ２ Ａ３ Ｏ２

																		2016/2/26現在 ゲンザイ

				Ｌ２／Ａ３／Ｏ２向け研修スケジュール ム ケンシュウ

		昇格要件分類 ショウカク ヨウケン ブンルイ		ビジネススキル中級選択 チュウキュウ センタク

		公開講座 コウカイ コウザ		プロジェクトマネジメント
基礎研修 キソ ケンシュウ						ファシリテーション
研修 ケンシュウ						問題解決研修 モンダイカイケツ ケンシュウ

				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ				開催地 カイサイチ		回数 カイスウ

				東京 トウキョウ		41				東京 トウキョウ		79				東京 トウキョウ		58

				大阪 オオサカ		6				大阪 オオサカ		11				大阪 オオサカ		11

				名古屋 ナゴヤ		3				名古屋 ナゴヤ		6				名古屋 ナゴヤ		6



				開催日		会場名				開催日		会場名				開催日		会場名

				4/19/16		東京 トウキョウ				4/14/16		東京 トウキョウ				4/19/16		東京 トウキョウ

				4/27/16		東京 トウキョウ				4/16/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ

				5/9/16		東京 トウキョウ				4/27/16		東京 トウキョウ				4/28/16		大阪 オオサカ

				5/25/16		東京 トウキョウ				5/10/16		東京 トウキョウ				5/9/16		東京 トウキョウ

				5/26/16		大阪 オオサカ				5/12/16		大阪 オオサカ				5/10/16		名古屋 ナゴヤ

				6/1/16		東京 トウキョウ				5/18/16		東京 トウキョウ				5/17/16		東京 トウキョウ

				6/10/16		東京 トウキョウ				5/25/16		名古屋 ナゴヤ				5/27/16		東京 トウキョウ

				6/11/16		東京 トウキョウ				5/26/16		東京 トウキョウ				6/2/16		大阪 オオサカ

				6/16/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ				6/3/16		東京 トウキョウ

				6/17/16		名古屋 ナゴヤ				6/6/16		東京 トウキョウ				6/8/16		東京 トウキョウ

				6/29/16		東京 トウキョウ				6/14/16		東京 トウキョウ				6/11/16		東京 トウキョウ

				7/4/16		東京 トウキョウ				6/16/16		大阪 オオサカ				6/16/16		東京 トウキョウ

				7/12/16		東京 トウキョウ				6/22/16		東京 トウキョウ				6/21/16		東京 トウキョウ

				7/22/16		東京 トウキョウ				6/25/16		東京 トウキョウ				6/27/16		東京 トウキョウ

				7/28/16		東京 トウキョウ				6/30/16		東京 トウキョウ				7/6/16		東京 トウキョウ

				8/1/16		東京 トウキョウ				7/4/16		東京 トウキョウ				7/12/16		大阪 オオサカ

				8/9/16		東京 トウキョウ				7/12/16		東京 トウキョウ				7/12/16		東京 トウキョウ

				8/17/16		東京 トウキョウ				7/13/16		大阪 オオサカ				7/15/16		東京 トウキョウ

				8/26/16		東京 トウキョウ				7/14/16		名古屋 ナゴヤ				7/21/16		東京 トウキョウ

				8/29/16		大阪 オオサカ				7/15/16		東京 トウキョウ				7/22/16		名古屋 ナゴヤ

				9/7/16		東京 トウキョウ				7/20/16		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ

				9/15/16		東京 トウキョウ				7/25/16		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ

				9/23/16		東京 トウキョウ				7/28/16		東京 トウキョウ				8/1/16		東京 トウキョウ

				9/28/16		東京 トウキョウ				8/1/16		東京 トウキョウ				8/4/16		東京 トウキョウ

				10/6/16		東京 トウキョウ				8/4/16		東京 トウキョウ				8/10/16		東京 トウキョウ

				10/6/16		名古屋 ナゴヤ				8/8/16		大阪 オオサカ				8/16/16		東京 トウキョウ

				10/14/16		大阪 オオサカ				8/9/16		東京 トウキョウ				8/19/16		大阪 オオサカ

				10/14/16		東京 トウキョウ				8/17/16		東京 トウキョウ				8/26/16		東京 トウキョウ

				10/19/16		東京 トウキョウ				8/20/16		東京 トウキョウ				8/31/16		東京 トウキョウ

				10/31/16		東京 トウキョウ				8/22/16		東京 トウキョウ				9/5/16		東京 トウキョウ

				11/8/16		東京 トウキョウ				8/29/16		東京 トウキョウ				9/9/16		東京 トウキョウ

				11/21/16		東京 トウキョウ				9/1/16		東京 トウキョウ				9/13/16		東京 トウキョウ

				11/28/16		東京 トウキョウ				9/6/16		東京 トウキョウ				9/15/16		大阪 オオサカ

				11/30/16		東京 トウキョウ				9/8/16		大阪 オオサカ				9/16/16		東京 トウキョウ

				12/9/16		東京 トウキョウ				9/14/16		東京 トウキョウ				9/21/16		東京 トウキョウ

				12/13/16		大阪 オオサカ				9/21/16		東京 トウキョウ				9/21/16		名古屋 ナゴヤ

				12/15/16		東京 トウキョウ				9/26/16		東京 トウキョウ				9/24/16		東京 トウキョウ

				12/20/16		東京 トウキョウ				9/29/16		名古屋 ナゴヤ				9/27/16		東京 トウキョウ

				1/5/17		東京 トウキョウ				9/30/16		東京 トウキョウ				10/3/16		東京 トウキョウ

				1/13/17		東京 トウキョウ				10/4/16		東京 トウキョウ				10/4/16		大阪 オオサカ

				1/18/17		東京 トウキョウ				10/7/16		東京 トウキョウ				10/5/16		東京 トウキョウ

				1/30/17		東京 トウキョウ				10/11/16		東京 トウキョウ				10/12/16		東京 トウキョウ

				2/7/17		東京 トウキョウ				10/13/16		東京 トウキョウ				10/18/16		東京 トウキョウ

				2/7/17		名古屋 ナゴヤ				10/15/16		東京 トウキョウ				10/24/16		東京 トウキョウ

				2/13/17		大阪 オオサカ				10/17/16		東京 トウキョウ				10/28/16		東京 トウキョウ

				2/20/17		東京 トウキョウ				10/20/16		東京 トウキョウ				11/4/16		大阪 オオサカ

				2/27/17		東京 トウキョウ				10/24/16		東京 トウキョウ				11/9/16		東京 トウキョウ

				3/6/17		大阪 オオサカ				10/26/16		大阪 オオサカ				11/11/16		名古屋 ナゴヤ

				3/10/17		東京 トウキョウ				10/28/16		東京 トウキョウ				11/15/16		東京 トウキョウ

				3/16/17		東京 トウキョウ				11/2/16		東京 トウキョウ				11/18/16		東京 トウキョウ

										11/7/16		東京 トウキョウ				11/21/16		東京 トウキョウ

										11/9/16		名古屋 ナゴヤ				11/24/16		東京 トウキョウ

										11/11/16		東京 トウキョウ				11/30/16		東京 トウキョウ

										11/15/16		東京 トウキョウ				12/5/16		東京 トウキョウ

										11/17/16		東京 トウキョウ				12/7/16		東京 トウキョウ

										11/21/16		東京 トウキョウ				12/12/16		大阪 オオサカ

										11/24/16		東京 トウキョウ				12/15/16		東京 トウキョウ

										11/28/16		大阪 オオサカ				12/20/16		東京 トウキョウ

										11/29/16		東京 トウキョウ				1/11/17		東京 トウキョウ

										12/2/16		東京 トウキョウ				1/16/17		大阪 オオサカ

										12/6/16		東京 トウキョウ				1/17/17		東京 トウキョウ

										12/9/16		東京 トウキョウ				1/20/17		名古屋 ナゴヤ

										12/10/16		東京 トウキョウ				1/23/17		東京 トウキョウ

										12/14/16		東京 トウキョウ				1/27/17		東京 トウキョウ

										12/19/16		東京 トウキョウ				2/8/17		東京 トウキョウ

										12/20/16		大阪 オオサカ				2/14/17		大阪 オオサカ

										12/22/16		東京 トウキョウ				2/14/17		東京 トウキョウ

										1/6/17		東京 トウキョウ				2/17/17		東京 トウキョウ

										1/10/17		東京 トウキョウ				2/20/17		東京 トウキョウ

										1/12/17		東京 トウキョウ				2/23/17		東京 トウキョウ

										1/13/17		名古屋 ナゴヤ				3/6/17		東京 トウキョウ

										1/16/17		東京 トウキョウ				3/8/17		東京 トウキョウ

										1/19/17		大阪 オオサカ				3/16/17		東京 トウキョウ

										1/19/17		東京 トウキョウ				3/16/17		名古屋 ナゴヤ

										1/23/17		東京 トウキョウ				3/27/17		大阪 オオサカ

										1/27/17		東京 トウキョウ

										2/1/17		東京 トウキョウ

										2/6/17		東京 トウキョウ

										2/10/17		東京 トウキョウ

										2/11/17		東京 トウキョウ

										2/14/17		東京 トウキョウ

										2/16/17		東京 トウキョウ

										2/20/17		東京 トウキョウ

										2/21/17		大阪 オオサカ

										2/23/17		東京 トウキョウ

										2/28/17		東京 トウキョウ

										3/3/17		東京 トウキョウ

										3/7/17		東京 トウキョウ

										3/9/17		名古屋 ナゴヤ

										3/10/17		東京 トウキョウ

										3/15/17		東京 トウキョウ

										3/20/17		東京 トウキョウ

										3/23/17		東京 トウキョウ

										3/24/17		大阪 オオサカ

										3/27/17		東京 トウキョウ

										3/29/17		東京 トウキョウ
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社名 価格（1日換算） プログラムの種類 年間開催数 定期開催地 

当社 26,000円／日 
（ＨＰ定価） 

1,000種類以上 
（1日、半日、2日） 

年間4,000回
以上 全国16カ所 

Ａ社 定額制  
45,000円／月・社 150種類以上（2時間コース、午前～夜間） 年間約4,000回 東京・大阪・名古屋 

Ｂ社 33,480円／日 260種類（１日コース、午前～夜間） 年間約1,800回 東京・大阪 

Ｃ社 35,000円 
～50,000円／日 103種類（１日～３日通い※２日が８割） 年間約250回 全国10カ所 

Ｄ社 60,000円 
～70,000円／日 21種類（2日～4日・合宿など） 年間約100回 東京・合宿先 

■公開講座の他社比較 

⇒ 他社を圧倒するプログラム数／価格力／全国規模の展開！ 

他社との違い 

27 

他社の公開講座との比較 

27 
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お買い得なサービス 

【参考】 
一般お申込み（ホームページ）価格     ：26,000円/１回 
WEBinsourse（お申込み専用システム）価格：24,000円/１回 

◎公開講座をまとめてお得にご購入が可能なサービスです 

28 

さらにお得な公開講座の使い方 

28 
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【御参考】インソースのご紹介 

29 



「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright@2017 Insource Co., Ltd. All right reserved 

【御参考】インソースのご紹介 
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