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階層別テストを使った 
人材育成総合支援 

株式会社インソース 
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０．インソースの総合支援の全体像 

個人レベル 
での支援 

1名様からご参加いただける

異業種交流型の研修サービ
ス 

 全国各地で開催 
 豊富なカリキュラム 
 高い開催頻度 

 短時間でも実施可能 
 ご要望に沿った研修内容 
 ご希望の会場で実施 

部署・組織レベル
での支援 

公開講座 

200以上の動画教材を使って

スキマ時間で学べる定額制
の自主学習ツール 

 充実の管理機能 
 洗練されたデザイン 
 多様な活用方法 

eラーニング 

カリキュラムを無料でカスタマ
イズできるオーダーメイド型の
研修サービス 

講師派遣 

 充実のワークショップ 
 具体的な施策の提示 
 成果の見える化 

働き方改革の推進や人事制
度設計支援、ＣＳ向上など、
幅広いラインナップ 

コンサル
ティング 

 人事評価シートのweb化 
 ストレスチェックの実施 
 教育研修の一括管理 

人事の悩みを解決する、多様
な機能を備えたHR Techサー
ビス 

ＩＴサービス 

階
層
別
テ
ス
ト
に
よ
る
現
状
・課
題
の
把
握 
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【参考】 階層別テストとは 

７カテゴリ 
２１スキル 

若手向け 
（２～４年目） 

【全３４問】 
知識   ：２６問 （７０点） 
活用力：   ８問 （３０点） 

中堅向け 
（５年目以降） 

８カテゴリ 
２2スキル 

【全２９問】 
知識   ：１３問 （４０点） 
活用力：１６問 （６０点） 

５カテゴリ 
２１スキル 

初級管理職向け 
（課長～部長未満） 

【全２４問】 
知識   ：１０問 （３０点） 
活用力：１４問 （７０点） 

上級管理職向け 
（部長以上） 

５カテゴリ 
１８スキル 

【全２１問】 
知識   ：  ５問 （２０点） 
活用力：１６問 （８０点） 

各階層及び個々の「強み」と「課題」をテストによって見える化し、 
効果的な研修体系の構築をサポートする簡易アセスメントサービスです。 
 ※意識調査ではなく、「テスト」であるという点がポイントです。 

若手       ：仕事の基礎を理解し、自身の仕事をこなすことができる 
中堅       ：チームにおける役割を認識し、状況に即した判断ができる 
初級管理職  ：課内の状況を把握し、複合的な要素を考慮した判断ができる 
上級管理職  ：組織運営を担う立場として組織内外の状況を鑑みた判断ができる 
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１－１．講師派遣による「部署・組織の課題解決」の流れ 

階層別テスト 課題の把握 育成プラン
のご相談 

講師派遣 

(課題解決) 

アセスメント コンサルティング 研修 

蓄積されたデータを活用して、
最適な育成プランをご提案 

【参考】各テストの全国平均値 

総合得点 81.8% 総合得点 74.1% 総合得点 78.1% 総合得点 74.5%

カテゴリ 正答率 カテゴリ 正答率 カテゴリ 正答率 カテゴリ 正答率

ビジネス基礎 75.3% 中級ビジネス基礎 69.8% プロジェクトマネジメント 80.2% プロジェクトマネジメント 76.6%

ビジネスマインド 92.2% 生産性向上力 76.8% 経営戦略 61.7% 経営戦略 64.8%
業務遂行 80.1% 論理的思考力 70.0% 人材マネジメント 80.8% 人材マネジメント 86.3%
論理的思考 90.6% コミュニケーション力 83.9% リスクマネジメント 81.5% リスクマネジメント 80.6%
コミュニケーション 86.6% リーダーシップ力 69.4% コストマネジメント 75.1% コストマネジメント 43.8%
リーダーシップ 79.4% チームマネジメント力 81.1%
社会常識 79.7% 業績拡大 46.4%

社会常識 83.0%

若手向け 中堅向け 初級管理職向け 上級管理職向け
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１－２．具体例 ～ビジネス文書研修の場合 

【具体例】若手向け階層別テストから課題となっているビジネス基礎（文書）の学びなおし 

ビジネス文書研修 

０．はじめに 
「ビジネス文書では何が大切か？」を受講者各自で考え、数名が発表 
 
１．ビジネス文書とは？ ～基礎知識 
（１）ビジネス文書の種類 ～社内文書と社外文書 
（２）ビジネス文書の８つポイント 
（３）ビジネス文書の構造 ～読み手にとってわかりやすいこと 
（４）要約問題【演習①】 
 ～文書化のプロセスを学ぶとともに、要点をすばやく掴む力を養う 
 
２．社内文書 
■基本形 ～儀礼文は省略して簡潔に  
 
３．社外文書  
（１）基本形 ～慣用表現を活用して丁寧に  
（２）社外文書の挨拶と結びの慣用表現 
（３）封筒・はがきの宛名の書き方  
 
４．E-ｍａｉｌ作成のポイント  
（１）ビジネスＥ-ｍａｉｌの構造  
（２）ビジネスＥ-ｍａｉｌ作成のポイントまとめ 
（３）ビジネスＥ-ｍａｉｌの注意事項  
 
５．議事録作成のポイント 
（１）議事録作成のポイント 
（２）議事録の作成【演習②】 
 ～会議を想定したＤＶＤを見て会議の議事録を作成する 
 
６．報告書の書き方  
（１）社内報告書の全体構造  
（２）報告書作成のポイント  
（３）報告書の具体的な書き方 
（４）報告書の作成【演習③】 部署・組織としての課題 
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１－３．人気の組み合わせ例（講師派遣） 

（１）課題克服プラン（若手向け） 

財務研修 ダイバーシティ研修 仕事の進め方研修 

～若手がつまづきやすいポイントを押さえた育成プランです 

（２）学びなおしプラン（中堅向け） 

プロジェクトマネジメント基礎研修 ベテランのためのビジネスマナー研修 

～中堅が改めて学ぶべき内容を踏まえた育成プランです 

（３）レベルアッププラン（初級管理職向け） 

ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修 チームマネジメント研修 

～初級管理職のスキルアップにつながるプランです 

（４）ベーシックプラン（上級管理職向け） 

上級管理職研修 経営戦略研修 

～上級管理職に必要なスキルを含んだプランです 

目標管理研修 
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２－１．公開講座を通じた「個人の課題解決」の流れ 

アセスメント 研修 

階層別テスト 
個別の課題 

の把握 

公開講座 

(課題解決) 

講座の 

選択 

「人財育成スマートパック」は公開
講座のポイント制回数券です。 

前もってご購入いただくため、年間
の研修スケジュール・予算が組み
立てやすくなるだけでなく、購入ポ
イント数に応じ最大５０％の割引が
適用されるなど、メリットの多い
サービスです。 

＜人財育成スマートパック価格表＞ 
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２－２．個々の課題解決の具体例 

【具体例】中堅向け階層別テストから課題となっているタイムマネジメントの学びなおし 

タイムマネジメント研修 

１．時間管理について考える 
  
２．自分のワークスタイルを知る 
 
３．タイムマネジメントの原則 
 
４．仕事に着手する前に ～ ＱＣＤＲを明確にする 
 
５．優先順位を明確にする 
 
６．効率を考えて徹底的に準備する 
 
７．日常感じる問題点と対策 
 
８．トラブルの対処法 
 
９．コミュニケーションを円滑にし、効率を上げる 
 
１０．組織で考える仕事の効率化 
 
１１．仕事を円滑に進める ～ 仕事の管理とは 
 
１２．まとめ ～ 明日からやることを決め、決意表明 
 

個人ごとに異なる課題の解決が可能 
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２－３．人気の組み合わせ例（公開講座） 

（１）スタンダードプラン（若手向け） 

ロジカルシンキング研修 コミュニケーション研修 

～若手のうちに身につけておくべき内容を押さえた育成プランです 

（２）スキル強化プラン（中堅向け） 

コーチング研修 タイムマネジメント研修 

～中堅として強化が必要なスキルを含んだ育成プランです 

（３）風通しの良い職場づくりプラン（初級管理職向け） 

管理職向けハラスメント防止研修 メンタルヘルス研修 

～休職者の多い職場などにおすすめです 

（４）リスク管理プラン（上級管理職向け） 

コンプライアンス研修 ＣＳＲ研修 

～リスク管理について学ぶためのプランです 

企画力研修 

リスクマネジメント研修 
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３－１．eラーニングを通じた「個人の課題解決」の流れ 

アセスメント 自主学習 

階層別テスト 
個別の課題 

の把握 

eラーニング 

(課題解決) 

講座の 

選択 

 充実の機能 
   ～eラーニングだけでなく、テスト、集合研修、 
    人事評価・目標管理などが搭載されています 
 
 豊富な動画教材が標準搭載 
   ～75テーマ200本以上の動画掲載数を誇ります 
 
 明瞭・安心な価格体系 
   ～テーマ追加による課金はございません 

プラン 月額利用料金(税込) 

50ID ¥28,800 

100ID ¥57,500 

300ID ¥132,800 

500ID ¥206,200 

1,000ID ¥385,000 

2,000ID ¥715,900 

3,000ID ¥990,900 

3,001ID～ 応相談 

※１：ご利用期間が１年間を下回るご契約の場合は、初期費用¥110,000がかかります 
※２：上記金額は全て消費税10%で算出しております 

１．初期費用（ご利用期間が１年以上のご契約の場合※１）  0円 

 
２．ID利用費用 ※２ 
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３－２．学習プランの例（eラーニング） 

（１）仕事の基礎プラン（若手向け） 

仕事の進め方講座 言葉遣い講座 

～仕事の基礎に関する内容を盛り込んだ学習プランです 

（２）後輩育成プラン（中堅向け） 

アサーティブコミュニケーション講座 

～中堅として後輩育成に必要なスキルに焦点を当てた学習プランです 

（３）マネジメント基礎プラン（初級管理職向け） 

問題解決講座 マネジメントの原理原則講座 

～新任管理職などにおすすめの学習プランです 

（４）業績拡大プラン（上級管理職向け） 

経営戦略講座 マーケティング講座 

～業績拡大についての学習プランです 

OJTの進め方講座 

クレーム対応講座 


