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１．2020年の新人研修の傾向 
       コロナ禍での新人育成方法の傾向／新入社員の傾向 
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■インソースの2020年４月の新入社員研修の実施実績 速報値 
 
  

2020年4月にとられた新人育成の手法 

3 

（講師派遣型研修のみ、集計期間：2020年4月1日～30日） 

１．予定どおり対面で実施 444回 

２．オンラインに切り替えて実施 154回 

その他、4月7日の緊急事態宣言の発令を受けて、新入社員に在宅でご利用いただけるサービス
を、4月中に急遽導入されたお客さまも多数いらっしゃいました。 
インソース自体も含め、各社の新人教育ご担当者さまが、日々変わる状況のなか「今この状況で
できること」を最大限模索し、実施した1カ月となりました。 

＜4月中に急遽導入いただいたサービスの一例＞ 
・ビジネス文書通信添削 
・新人８大スキルアセスメント 
・ｅラーニングコンテンツ（買切／月額制クラウドサービス）  
・自主学習用の「ビジネス基礎」「ビジネス文書」テキスト 
・インターネット上でタイピング練習をできるツール「e-typing pro」 
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【速報】２０２０年度新入社員の傾向 

4 

■約6,000名オンラインで実施したからこそみえてきた新入社員の傾向 
 新型コロナウイルスの影響もあり、「オンライン」で新入社員研修を多数実施 
 ※約6,000名がオンラインで新入社員研修を受講（2020年４月1日～17日の累計受講者数） 

 
 ①オンラインで研修を受講することに抵抗がない 
  オンラインで自分の顔を見せ、リアクションを取りながら参加することに抵抗感がない。 
 
 ②Zoomの使い方に慣れている人が多い 
  Zoomの使い方がわからず、研修の進行についていけない受講者がほとんどいなかった。 
 
 ③画面越しに「うなずき」や「笑顔」などのリアクションを徹底していた 
  他の受講者が発表しやすいように、自主的にリアクションを取ることができていた。 
 
  

▶デジタルネイティブ世代だからこそ、オンラインの受講環境にすぐに順応 
  

※ZoomおよびZoom（ロゴ）は、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
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■良い点 

2020年４月1日～10日に新入社員研修に登壇した講師の報告書より 

①素直で真面目 ②積極性がある 
③協調性があり、チーム  
  で協力できる 

講師の話を真剣に聴き、指示された通
りに実践できていました。また、自分ので
きていないことを素直に受け止め、改善
しようとする意識がみられました。 

ワークの役割分担（リーダー・タイムキー
パー等）を積極的に引き受けるなど、
ワークを円滑に進めるために、積極的に
動ける人が多い傾向があります。 

チームのメンバー全員で協力して、ワーク
に取り組む姿勢がみられました。また、相
手の目を見て、うなずきながら話を聴くこ
とができており、協調性の高さがうかがえ
ました。 

■課題点 

①学生気分が抜けて 
   いない 

②わからないことを質問  
   できない 

③敬語に自信がない 

社会人としての自覚が足りない受講者
が見受けられました。休憩時間になると、
学生気分に戻ってしまい、「見られてい
る・評価されている」という意識が欠如し
てしまう傾向があります。 

わからないことがあったとしても、質問をし
ないという人が多くいました。自分から質
問することに抵抗を感じる人が多い傾向
があります。 

適切な敬語を使うことができていない傾
向があります。電話応対やビジネス文書
などのワークを行うと、正しい敬語を使え
ているか自信がない様子の受講者が多
くいました。 

▶指導・教育内容を素直に吸収する力があります。計画的な指導が、早期育成につながります。 

▶社会人としての自覚を醸成するとともに、知識のインプットと実践を図る必要があります。 
5 

【速報】２０２０年度新入社員の傾向 
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【参考①】インソースのオンライン研修の特徴 

講義 グループワーク 

A 

B 

C 

切り替え 
可能 

１.モニター越しの受講が可能 
職場の自席はもちろん、自宅でのご受講も可能です。 
講師の顔が見えるのはもちろんのこと、受講者同士も、お互いの
顔や表情を確認できます。 

２.意見交換が可能 

Web会議の機能を使い、グループワークが実施可能。 
講師も各グループの話し合いの確認とフィードバックができます。 

6 
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■4月1日 
■4月2日 
 
   4月7日 
■4月8日 
 
   4月24日 

・当初の予定どおり、入社式、PC・インターネット環境の準備 
・当初の予定どおり、インソースの公開講座を対面で受講  
 
 
・緊急事態宣言発令をうけ、急遽、自宅からのオンライン参加をメインとした研修に切り替え 
・在宅勤務日は、定時になったらそれぞれWEB会議システムに接続して研修を開始 
・週に1回のみ、全員の出勤日を設定 

＜オンライン研修になって困ったこと＞ 

インソース自体の新入社員研修からの結論 

＜オンライン研修になって良かったこと＞ 

・「自宅待機」と言われ、「どうなるのか」と不安だったが、 
 毎日、定時にオンラインで同期と研修に参加することができ、 
 多少なりとも安心した 
 
・グループワークも多く、講師が一方的に話すのを聞くだけでは 
 なかったため、飽きることがなかった 
 
・グループワーク等では、同期の顔や表情がよく見えたため、 
 意外と違和感なくディスカッションやワークができた 
 
・講師がパソコンの画面や資料を共有してくれたため、説明が 
 わかりやすかった（PC操作に関する講義が特にわかりやすかっ
た） 
 
・通勤時間がない分、復習する時間を確保できた 

・自宅だからか、どうしても緊張感が薄くなる時間帯があった 
 （集中力を続けるのに苦労した） 
 
・ちょっと隣の人に聞きたいことが聞けないなど、会場で集合して 
 受ける研修のようにはうまくいかないこともあった 
 
・画面越しに得られる以上の情報を得るのは難しかった 
 （講師や同期の雰囲気等） 

Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 

オンラインでも新人教育はできる！ 
グループワークの実施も可能！ テーマによっては、集合研修・説明
会よりも、オンラインで画面越しの方が分かりやすいケースもある
（PC操作に関する内容等） 
 
ただし、全般的には「リアル研修（集合研修）の方が効果的。 
フォロー研修や現場でのOJTとの連動・連携が大事。 

【参考②】インソース自体の4月の新入社員研修事例 

～ 

～ 

7 

＜研修スケジュール＞ 
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２．今後の新人育成 ～オンライン通信教育 
       自宅学習とオンライン研修のセットで“教育しっぱなし”を防ぐ！ 



Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 9 

オンライン通信教育 ～研修と自宅学習教材がセットに 

9 

■こんなケースに！ 
 ・在宅勤務をしている新入社員に、自宅で何か学習をさせたい 
 ・オンライン研修の受けっぱなしを防ぎ、知識・スキル獲得の効果を高めたい 
 ・eラーニングでインプット続きの新人に課題を通してアウトプットさせたい 
 
 

■インソースのオンライン通信教育とは？ 
  
  オンライン研修に自宅学習教材と、そのフォローアップ講座がセットになった通信教育サービスです。 

 
  ～オンライン通信教育は３ＳＴＥＰ！～ 
 
 
 
 
 

※すでに弊社の該当オンライン講座を受けたお客様には、  
   STEP2.3のみでのご提供もしております（後述）。 

＜STEP1＞ 
オンライン研修（半日間）を受
講する 
 
 
 

＜STEP2＞ 
自宅学習教材を使って 
課題を解く 
 
 
 

＜STEP3＞ 
オンラインスキルアップセッ
ション（半日間）を 
受講する 
※ステップ１の 
１週間～10日後 
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オンライン通信教育のメリット・特徴 

10 

■オンライン通信教育導入の特徴とメリット 
  ～リモート勤務の新入社員の“教育しっぱなし”を防ぎ、知識・スキルを確かなものに！ 

【１】オンライン講義を受けっぱなしにしない、自宅学習を掛け合わせたコース設計 
 

   受講者には自宅学習教材にて課題を課し、獲得した知識の確認と定着に向けた実践の場を設けます。 
   研修受けっぱなしを防ぎ、学んだ内容の振り返りと実践を行います。 
   

【２】知識の定着を測る確認テストと応用力を測るケーススタディの組み合わせ 
 

      自宅学習教材では、知識の定着を問うテスト問題（１０～２０題）と、実践知としての応用力を測る 
   ケーススタディ（５題）の２種類に取り組みます。学んだ内容をもとにじっくりと考え学習します。 
    

【３】スキルアップセッションで講師から直接フィードバック 
 

      受講者は自宅学習教材の解答の発表と共有を行います。講師からは解説とともに、疑問点の解消、 
   ビジネスにおけるより高い視点の付与、新たな学びの提供を実施します。 
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オンライン通信教育 カリキュラム例 

11 

■新人・若手のためのロジカルシンキングコース 
 

＜Step１＞ 
オンライン研修（3時間） 

１．新人の仕事とロジカルシンキング 
（１）ロジカルシンキングってなに？ 
（２）自立的な仕事に移行するために 
（３）仕事において意識すべき３つのこと 
（４）３つのステップでロジカルシンキングを身に付ける 
 
２． ＳＴＥＰ① ～ 整理する 
（１）整理の基本はグルーピング 
（２）モレなくダブリなく（ＭＥＣＥ）という考え方 
 
３． ＳＴＥＰ② ～ 結論を出す 
（１）まず、目的を意識する 
（２）「だから」と「なぜなら」  
 
４． ＳＴＥＰ③ ～ 分かりやすく伝える 
（１）結論重視で話す ～ ＰＲＥＰ法 （プレップ法） 
（２）その他の話の展開手法 
 
５．自宅学習課題の説明 
 

＜Step２＞ 
自宅学習 

１．確認テスト  
～知識の定着を測る（１１題） 
 
２．ケーススタディ  
～応用力を測る（５題） 
【ケース１】部内の紙資料を半分にするた 
めのロジカルシンキング実践 
【ケース２】宅配弁当屋さんの業務改善を 
考えるロジカルシンキング実践  
 
他３題、計５題を自宅学習教材として 
実施 
 

＜Step３＞ 
オンラインスキルアップセッション 

（3時間） 

１．研修内容の振り返り 
 
２．確認テストの解説・フォロー  
～知識の定着 
各自の解答結果を共有。講師から押さえ 
ておくべきポイント、間違いやすいポイントを 
解説する 
 
３．ケーススタディの解説・フォロー  
～実践力を高める 
全ケースに対し、各自の作成した解答の 
共有と検討を実施。 
講師から実践を想定したフィードバックを 
行う。 
 
４．まとめ 
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オンライン通信教育の教材 

12 

■充実のテキストと自宅学習課題のセットでご提供 

①テキスト 
  学ぶべきことを具体的に記載しているため、文字数が多いことが 
  特徴です。オンライン研修後、自宅学習や職場で何度も見返して 
  いただくことを想定してテキストには漏れなく情報を記載しています。 
 

②自宅学習教材イメージ 
  知識の定着を問うテスト問題（１０～２０題）と、実践知としての応用力を測るケーススタディ（５題）の 
  ２種類に取り組みます。 

※教材サンプル～敬語特訓コース 
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オンライン通信教育の価格・ラインナップ 

13 

■ご提供価格 
  １名様 40,700円（税込）／ スマートパックポイント数160pt 
   ＊オンライン研修テキスト、自宅学習用教材つき 
   ＊公開講座・講師派遣ともに対応 
 
  ■商品ラインナップ 全５種  
 
  
 ・文書力強化コース  
 ・敬語特訓コース 
 ・ロジカルシンキングコース  
 ・企画力アップコース 
 ・会社の数字を知るコース 
 
 ■マネジメント力アップ・オンライン通信教育 

 ・ハラスメント防止コース 
 ・リスクマネジメントコース 
 ・労務管理コース 
  ～多様な働き方をマネジメントする 
 ・マネージャーのための面談スキルアップコース 

■スキルアップ・オンライン通信教育 
 ・OJTレベルアップコース 
 ・メンターレベルアップコース 
 ・クレーム対応コース 
 ・ロジカルシンキング基礎コース 
 ・アサーティブコミュニケーションコース 
 ・要件定義コース 

【参考】新人以外を対象としたオンライン通信教育ラインナップ 
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■すでに弊社の該当オンライン講座（※）を受講されたお客様には、 
  「自宅学習教材＋スキルアップセッション（ステップ２・３）」のみご提供可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
  【該当講座（ STEP1 ）】 
  ・（新入社員・新社会人向け）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 
  ・（新入社員向け）ビジネス文書研修 
  ・（新入社員向け）ロジカルシンキング研修～情報を整理し、結論を導く 
  ・ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編 
  ・（半日研修）ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを生まない職場づくり 

 
■ご提供価格 
  １名様 25,800円（税込）／ スマートパックポイント数90pt 
   ＊自宅学習用教材つき 
   ＊研修テキストは受講時使用したものをご使用いただきます。 

自宅学習教材とフォロー研修 
のご提供いたします 

＜STEP1＞ 
オンライン研修（半日間）
を受講する 
 
 
 
 

＜STEP2＞ 
自宅学習教材を使って 
課題を解く 
 
 
 
 

＜STEP3＞ 
オンラインスキルアップセッ
ション（半日間）を受講
する 
 

※ステップ１の 
１週間～10日後 

 

すでに弊社の講座※ 

を受講されたお客様へ 

14 
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３．今後の新人育成 ～研修ラインナップ 
       全プログラム、集合研修／オンライン研修いずれも対応可能！ 
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内容(1日目) 

１．はじめに ～セルフチェック 
 【ワーク】マインドやマナーについて、実践できるかをチェックする 
 
２．社会人としての考え方 
(１)学生と社会人との違いを考える  
 【ワーク】学生と社会人の違いを洗い出し、共有する 
(２)仕事を通じて、社会と関わる  
(３)チームの一員として働く  
(４)組織で求められる人材とは  
 
３．社会人としてのルールの遵守① ～社会のルール 
(１)コンプライアンス（法令遵守） (２)新人にとってのコンプライアンス  
(３)ＳＮＳの使い方 
  
４．社会人としてのルールの遵守② ～職場のルール 
(１)社会人として守るべき職場のルールを考える  
 【ワーク】社会人として「気をつけるべきこと」「守るべきルール」を考え、共有する 
(２)出勤時のポイント          (３)勤務中のポイント  
(４)外出・休憩時のポイント     (５)退勤時のポイント  
(６)社外でのマナー         (７)健康管理の徹底   
(８)休暇のとり方                (９)遅刻しそうな時 ～ただちに電話で連絡  
 
５．ビジネスマナー① ～社会人としての基本動作 
(１)第一印象の重要性  
(２)身だしなみ ～「ふさわしい」身だしなみを確認する 
 【チェック】ペアになって、身だしなみをチェックする  
 【参考】クールビズの身だしなみ 
(３)表情・あいさつ  
(４)態度  
(５)お辞儀の種類とポイント  
 
６．ビジネスマナー② ～言葉遣い・敬語  
 【ワーク】不自然・不適切な言葉遣いを正しく言い換える 
■言葉遣いの基本 

■ビジネス基礎研修（２日間） 

内容（２日目） 

７．ビジネスマナー③ ～電話応対 
(１)電話応対の３つの鉄則 ～組織の顔として、相手に配慮する 
(２)電話応対の基本フロー 
(３)電話応対の基本① ～電話の受け方・取り次ぎ方 
 【ワーク】２人１組になって電話応対の練習をする 
(４)ビジネス電話でよく使われる表現 
(５)担当部署が違う電話の応対 
 【参考】伝言の書き方 
(６)電話応対の基本② ～電話のかけ方 
 
８．ビジネスマナー④ ～来客応対・訪問時のマナー 
(１)来客応対の基本姿勢   (２)来客応対の基本マナー 
(３)ご案内の仕方  (４)席次  (５)名刺交換 
 【ワーク】名刺交換の練習をする 
(６)お見送りの際の気配り   (７)訪問の基本マナー 
 【ロールプレイング】受付での対応から応接室での名刺交換までを行う 
 
９．チームに貢献する仕事の進め方 
(１)新人の仕事の進め方     (２)仕事の指示を受ける 
 【ワーク】講師の指示を聞いてメモを取り、質問事項を考える 
(３)計画を立てる① ～方法と時間を確認する 
(４)計画を立てる② ～仕事をするうえでの判断軸「ＱＣＤＲＳ」 
 【ワーク】上司の指示を「ＱＣＤＲＳ」の観点で捉える 
(５)計画を立てる③ ～コストを意識する 
(６)仕事を始める  【参考】タイムマネジメント・ＰＤＣＡサイクル 
(７)中間報告① ～タイミング 
(８)中間報告② ～報告・連絡・相談とは 
 【ワーク】上司にどのように報告するか考える 
(９)終了報告前のチェック 
 【ワーク】営業交通費精算書の誤りを探す 
(１０）終了報告   (１１)仕事を振り返る 
 
１０．報告演習 
 【ワーク】上司役と新人役に分かれ、口頭で状況の報告を行う 
 
１１．まとめ 
 【ワーク】職場で「これだけは必ず実行する」ものを書き出す 

新人研修で不動の人気No.1 
新人研修はまずこのカリキュラムから 

講師 
派遣 

公開 
講座 

４月の基礎研修を見合わせたお客さまにおススメ 

16 
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■ビジネスマナー実践研修（１日間） 

内容 

１．ビジネスマナー振り返り 
 
２．マナー小テスト 
研修で学んだマナーの知識を３０分程度約５０問の小テストでチェック 
 
３．振り返りロールプレイング①～あいさつ、お辞儀 
職場での出勤時、退勤時のあいさつ／先輩とともにお客さま先に訪問 
 
４．振り返りロールプレイング②～話の「きき方」 
相手が心地よく話せるきき方（傾聴）／先輩の指示のわからない部分をきく（質問） 
 
５．振り返りロールプレイング③～電話応対 
係長不在時のアポイントの電話をとりつぐ／アポイント変更の電話を代理で行う 
 
６．ビジネスマナー③ ～来客応対・訪問時のマナー 
係長不在時のアポイントの電話をとりつぐ／アポイント変更の電話を代理で行う 

講師 
派遣 

公開 
講座 

■ビジネス文書研修（１日間） ■ビジネスEメールの書き方研修（１日間） 講師 
派遣 

公開 
講座 

内容 

１．ビジネス文書とは ～基礎知識 
 
２．社内文書① ～基礎知識 
 
３．社内文書② ～報告書 
 
４．社内文書③ ～まずは、日報からはじめましょう 
 
５．社内文書④ ～議事録・連絡書・稟議書 
 
６．社外文書① ～基礎知識 
 
７．社外文書② ～文例 

内容 

１．はじめに 
 
２． Ｅメール作成のポイント 
 
３． Ｅメールの表現 
 
４． Ｅメールの注意事項 
 
５．Ｅメール作成演習 
【演習①】上司・先輩からの指示のメールに返信するメール文を作成する 
【演習②】社内研修の対象者に向けた、開催連絡のメール文を作成する 
【演習③】取引先への不適切なメール文を修正する 
【演習④】お客さまへ追加情報の送信を依頼するメール文を作成する 

講師 
派遣 

公開 
講座 

■ビジネスマナー研修（1日間） 講師 
派遣 

公開 
講座 

内容 

１．ビジネスマナーの基本 
（１）ビジネスマナーとは  （２）第一印象の重要性 
（３）身だしなみ ～ 「ふさわしい」身だしなみを確認する 
（４）表情・態度  （５）話し方について 
（６）社会人の基本 ～ あいさつ  （７）お辞儀の種類とポイント 
 
２．ビジネスマナー② ～ 言葉遣い・敬語 
 
３．人の話の「きき方」 
 
４．ビジネスマナー③ ～ 電話応対 
 
５．来客応対・訪問時のマナー 

４月の基礎研修を見合わせたお客さまにおススメ 

教育効果が高い研修No.1 
演習中心でしっかり身に付きます 

自主学習等で基本知識は 
学習済の方に！ 

17 
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■コミュニケーション研修 

 ～デキる「ホウ・レン・ソウ」（１日間）  

■プレゼンテーション研修 

  ～相手に伝わる話し方を学ぶ（１日間） 

講師 
派遣 

公開 
講座 

内容 

１．ビジネスパーソンにおける情報連携 
 
２．新人・若手に求められる３つのスキル 
（１）ビジネスパーソンに求められる「ホウ・レン・ソウ」  
（２）「報告」「連絡」「相談」それぞれの違い  （３）ホウ・レン・ソウの目的と意義            
（４）ホウ・レン・ソウするかどうかの判断基準  
（５）大事なのは自分から情報を収集すること 
 
３．報告する 
 
４．連絡する 
 
５．相談する 
 
６．報告・連絡・相談は組み合わせて実施する 

内容 

１．「伝える」とはどういうことか 
 
２．「伝えるべき内容」を整理する 
 
３．「伝える手段」を選択する 
 
４．「伝える技術」を身につける 
 
５．総合演習 ～プレゼンテーションの実践 
 【ワーク】テーマを選び、プレゼンテーションを行う 
 ＜テーマ１＞自社についての概要・業務を発表し、自社へ興味・関心を持ってもらう 
 ＜テーマ２＞最近、新聞・テレビで気になったニュースを一つ選び、そこから仕事に 
         関するヒントをどのように得たのか発表する 

講師 
派遣 

公開 
講座 

■ロジカルシンキング研修 

 ～情報を整理し、結論を導く（１日間） 

■Microsoft研修 

  ～ExcelとPowerPoint（１日間） 

講師 
派遣 

公開 
講座 

内容 

１．新人の仕事とロジカルシンキング 
 
２．ＳＴＥＰ① ～ 整理する 
（１）整理の基本はグルーピング 
（２）モレなくダブリなく（ＭＥＣＥ）という考え方 
 
３．ＳＴＥＰ② ～ 結論を出す 
（１）まず、目的を意識する 
（２）「だから」と「なぜなら」 （So Ｗｈａｔ？／Ｗｈｙ Ｓｏ？） 
 
４．ＳＴＥＰ③ ～ 分かりやすく伝える 
（１）結論重視で話す ～ ＰＲＥＰ法 （プレップ法） 
（２）その他の話の展開手法 
 
５．総合演習 

内容 

【Excel編】 
１．Excelの基礎知識 
２．データの入力 
３．表の作成 
４．グラフの作成 
５．データベースの利用 
 
【PowerPoint編】 
６．PowerPointの基礎知識 
７．プレゼンテーションの作成 
８．表の作成 
９．画像や図形の挿入 
１０．スライドショーの実行 

講師 
派遣 

公開 
講座 

フレームワークよりも 
実務を想定した演習が中心 

相手目線のホウレンソウを 
徹底して習得 

全くExcel・PowerPointに 
触ったことがない人でも安心 

テーマ別のスキル強化におススメ 

18 
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■営業基礎研修 

～営業のいろはを知り、営業活動の流れを学ぶ（１日間） 

■レジリエンス研修～失敗をチャンスに変え、成長する 

（１日間） 

 

講師 
派遣 

公開 
講座 

内容 

１．営業とは 
（１）企業とは  （２）売上は営業が稼いでくるもの 
（３）売上の仕組み  （４）営業に求められる活動量 
（５）営業の種類  （６）営業の５つのステップ 
 
２． 見込み客を探し、アポ（アポイント）を取る 
 
３．準備を万全にして、訪問する 
 
４．自社、商品、サービスを説明する 
 
５．商品・サービスを売る 
 
６．受注する（売上が支払われる） 

内容 

１．逆境が成長を加速させる～新人のうちは失敗が仕事 
 
２．捉え方を変え、気持ちを切り替える～感情コントロール 
 
３．自信を持ち、強みを活かす～自尊感情 
 
４．自分の成長を感じ、成長チャンスを増やす～自己効力感 
 
５．心の支えを作る ～良好な人間関係 
 
６．まとめ 

講師 
派遣 

公開 
講座 

■（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 ■会社の数字の見方と新聞の読み方研修（１日間） 

講師 
派遣 

公開 
講座 

内容 

１．日本と自身の文化圏の違い 
（１）日本と海外の違い～ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化 
（２）日本の組織における商習慣・ビジネスマナー 
（３）日本企業の特徴を理解する 
 
２．日本における組織の中のコミュニケーション 
 
３．日本人とのコミュニケーションにおける背景 
（１）日本人の特徴  （２）本音と建て前の文化 
【ワーク】日本語の本当の意味を考える 
【ワーク】「すいません」の意味を考える 
【ワーク】「完璧・完全」、「問題ない」の使い方を考える 
【参考】言葉遣い・敬語 
 
４．日本企業における円滑なコミュニケーションの取り方 

内容 

１． 会社の数字を考える 
 
２．「売上」・「費用（コスト）」・「利益」について考える 
 
３．目に見えないコストを考えよう 
 
４．経済を知る 
 
５．数字を見る視点 
 
６．新聞を読む重要性 
 
７．日本経済新聞の構成と読み方のテクニック 
 
８．実際に日本経済新聞を読んでみる 

講師 
派遣 

公開 
講座 

知らないままだと恥ずかしい 
経済知識を新人のうちに補強 

2020年の新作研修！ 

テーマ別のスキル強化におススメ 

19 
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■新人フォロー研修 

～ＰＤＣＡで仕事力アップ編(１日間) 

■新人フォロー研修 

 「５つの力」で一人前のビジネスパーソンになる編(１日間) 

講師 
派遣 

公開 
講座 

内容 

１．今までの仕事ぶりを振り返る  
２．プロフェッショナルの人材に求められる要件  
３．仕事の捉え方  
４．仕事を進めるＰＤＣＡサイクル  
５．計画を立てる～ＰＬＡＮ ＜具体的な目標と行動の設定方法を学ぶ＞ 
６．実行する～ＤＯ ＜計画を正確・迅速かつ主体的に進める要点を学ぶ＞ 
７．振り返る～ＣＨＥＣＫ ＜次につながる振り返り方を習得する＞ 
８．改善する～ＡＣＴＩＯＮ ＜改善策を実行へ移す３つのアクションを知る＞ 
９．仕事の仕方を見直す ＜自分の仕事にあてはめて、働き方の改善を図る＞ 
１０．仕事をスムーズに進めるコミュニケーション ＜伝えることの難しさを理解＞ 
１１．ホウ・レン・ソウ ＜組織活動において不可欠な報・連・相を改めて振り返る＞ 
１２．質の高い仕事をするためのコツ ＜自身の時間の使い方を見直す＞ 

内容 

１．入社からこれまでの成果・成長を振り返る 
 
２．チームワークで「壁」を乗り越える ～コミュニケーション力・行動力 
（１）チームで壁を乗り越えるとは （２）周囲からみた「協力したい」人を考える 
（３）周囲からみた「協力したい」人とは ～人として信頼される 
（４）周囲とのコミュニケーションにおける心構え 
 
３．情より理で考える思考力 
（１）論理的思考力＝ロジカルシンキングとは （２）ロジカルであるための３要素 
 
４．仕事を円滑に進める遂行力 
（１）仕事の全体像を理解する  （２）目標管理を行うことによる効果 
 
５．壁を乗り越えるための逆境力 
（１）目的を持つ （２）好奇心を持つ  （３）持続性を持つ 

講師 
派遣 

■社会人１年目・２年目ステップアップ研修 

～周辺配慮とマナー編(１日間) 

■新人フォロー研修  
～ロープレとケースで学ぶマナー再徹底編（１日間） 

内容 

１．チームワークに欠かせない周辺配慮とは 
（１）２年目社員に求められること 
（２）周辺配慮で、相手の「常識」「期待」に応える 
（３）相手の「常識」「期待」を、考え予測する 
（４）周辺配慮は組織で成果をあげる基本 
 
２．ケースで考える周辺配慮 
 
３．他者の目から仕事を見直す 
（１）仕事の「要素」と「配分」のバランス 
 
４．プロセスを意識して仕事を行う 
（１）プロセスがつながることで価値が生まれる 
（２）プロセスを意識した周辺配慮を行うために 

内容 

１．現場配属からこれまでの成果・成長を振り返る 
 
２．求められる役割を理解する 
 
３．仕事に取り組む姿勢を振り返る 
 
４．仕事をスムーズに進めるコミュニケーション 
【参考①】 「聴く」スキル＝「傾聴力」のポイント 
【参考②】 「訊く」スキル＝「質問力」のポイント 
【参考③】 「言いたいこと」を分かりやすく伝える 
 
５．よくある不安の解決方法① ～ 「知らないことが多い」を解決する 
 
６．よくある不安の解決方法② ～ 「上手く質問できない」を解決する 
（１）タイミングは自分から作る （２）日ごろの小さなお手伝いがタイミング作りのコツ 
（３）わかるまで何度でも質問する （４）メモをしっかり取る （５）質問の手順 

講師 
派遣 

講師 
派遣 

公開 
講座 

もう一歩気が利く仕事が 
できるようになる 

PDCAサイクルをしっかり 
回せる人材を目指す 

ビジネスマナーに不安が残る 
場合はこちら 

現場配属後３～６カ月後におススメ 
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４．今後の新人育成 ～その他サービス 
        今からでも間に合います！テキスト販売やアセスメント、通信添削など 
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■ビジネス基礎テキスト／ビジネス文書テキスト 

１．全ページカラーの冊子タイプで保管にも最適 

全ページカラーで保管にも便利な冊子となっており、研修後も社会人生活を送るうえで悩みが生じた際にいつで
も参照できる指針としてご活用いただける内容になります。 

 

２．社会人として必要な考え方・スキルを網羅 

ビジネス基礎では、社会人としての考え方、ルールの遵守、電話応対・来客応対などの基礎的なビジネスマナー
、組織に貢献するための仕事の進め方を全113ページに凝縮しています。 

ビジネス文書では、「1文は40～50字」「主語と述語を明確にする」など、文書作成の基本となる決まりごとや、 

結論が先、経緯は後、などの基本的な型を、全90ページのテキストと演習問題集で構成しています。 

 

３．リアリティあるコラムで、ミスや指摘が恐くならないようにする 

ビジネス基礎では、質問のタイミングや好感度の高い叱られ方など、テキスト本文には書ききれない、ちょっとした
配慮や立ち居振る舞いのコツを 「コラム」でお伝えしています。 

 

４．新入社員の傾向にあわせて毎年見直しを実施 

新入社員が社会人として自立し職場で仕事を円滑に進めていくために効果的な研修とは、新人研修テキストの
内容が毎年変化する新入社員の傾向に合っていること、現場に合ったプログラムであることの２条件を満たした
研修です。インソースでは、育成ご担当者さま、新入社員のみなさま、登壇講師からのフィードバックをもとに、新
入社員の傾向を抽出し、毎年カリキュラムの内容を見直しています。 

web上で試し読みができます！ 

http://www.insource.co.jp/shinjin/text_sales.html 
https://www.insource.co.jp/shinjin/bunsyo-text_sales.html 

「今年は基礎研修が対面で研修できず、内容が薄くなってしまった……」というお客さまに！ 

22 

種類 価格（税込） 

ビジネス基礎 5冊1セット 8,250円 

ビジネス文書 5冊1セット 11,000円 

＜価格＞ 
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■新人８大スキルアセスメント 

23 

自組織の新人の８大スキルを100問超の設問から見える化し、効果的な新人育成をサポート
するアセスメントサービスです。 

＜スキルのカテゴリ＞ 

８つの要素の点数をレーダーチャート
にし、自社の回答者の平均や全国平
均と比較します。 

＜アウトプットのイメージ＞ 

利用人数 価格（税込） 

1～10名 2,200円／人 

11～20名 1,650円／人 

21名～ 1,100円／人 

＜価格＞ 



Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 

■ビジネス文書通信添削 

24 

あるビジネスシーンを想定した文書問題を実施いただき、弊社講師からフィードバックするサービスです。繰り返し課題に取り
組み、フィードバックを受けることで、文書力の定着・向上が期待できます。 

ビジネス文書研修受講後のフォローとして導入されるお客さまが多数いらっしゃいます。 

＜ビジネス文書作成力を身に着けるために必要なステップ＞ 

①文書の型を把握 

＜納品物イメージ＞ 

診断シート（個別採点表） 総評（全体得点表） 

①研修で文書の「型」を理解 
まずは「知っている」状態をつくりま
す。 

➁添削でフィードバックを受ける 
やってみる→客観的なフィードバッ
クを受ける、を３回程度繰り返す
ことで、「できる」状態を目指します。 

③個人の創意工夫 
基本的な「型」が身に着いて初め
て、創意工夫が生きてきます。 

＜価格＞ 

添削・総評付（税込） 

5,500円／1問・1名 
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■より効果的な教育のために～研修管理システムLeaf 

オンライン研修と合わせることで教育を効率的、効果的に推進 
  社員教育にかかわる管理や、研修・動画・通信教育・eラーニングを行うLMSとしての 

  役割はもちろん、人事評価やストレスチェックといった、情報が多く複雑な業務を効率化 

  するための機能をそろえたシステムです。「Zoom」や「Webex」などWEB会議システム 

  との連動も可能です。 

■研修管理機能 
研修の管理や受講者の指名が 
簡単にできます。 
アンケートを格納して効果測定を 
図ることもできます。 

■人事評価 
評価項目や形式も自分で作成でき 
オプションで今お使いの評価シート 
と同じレイアウトの評価シートを 
作ることができます。 
 
 
 ■課題・テスト 

商品知識の定着や社内の意識 
調査、研修前後のテストなどを 
実施できます。督促やリマインド 
メールの自動設定も可能です。 

■動画教育 
eラーニングはもちろん、スマホや 
撮った動画も簡単にアップロード 
できるため、マニュアル作成もラク 
になります。 

25 
※ZoomおよびZoom（ロゴ）は、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
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５．今後の新人育成 ～指導者向け研修 
     基本のOJT指導者研修から、新作の「リモートマネジメント研修」まで！ 
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■【新作】ポストコロナ・ウィズコロナ時代のリモートマネジメント研修（１日間） 

内容 

１．はじめに 
（１）ホウ・レン・ソウ指導は「最初が肝心」 
 
２．ホウ・レン・ソウを指導・強化する 
（１）最初からホウ・レン・ソウがうまい新人はいない 
（２）ホウ・レン・ソウは現場で上達させる 
 
３．ホウ・レン・ソウしやすい職場環境を整える 
（１）上司・先輩に求められる風通しのよい職場づくり 
【ワーク】ホウ・レン・ソウしやすい上司・先輩の特徴と、敬遠してしまう上司・先輩の特徴を考える 
（２）風通しのよい職場に必要なもの （３）承認欲求を満たせ、帰属意識を持てること 
（４）前向きなコミュニケーションの土壌をつくる 
【ワーク】否定的な表現を、肯定的な表現に変える 
（５）気兼ねなく相談できる人がいること  （６）上司・先輩から声をかける 
 
４．ホウ・レン・ソウのさせ方 
（１）ホウ・レン・ソウのあり方を伝える 
（２）自ら通常業務内でホウ・レン・ソウの手本を見せる 
（３）悪いホウ・レン・ソウを優先する風土をつくる 
 
５．ホウ・レン・ソウの受け止め方 
（１）上司・先輩として「傾聴力」を高める  （２）上司・先輩として「質問力」を高める 
（３）リスクを感知した際の訊き方 
 
６．ホウ・レン・ソウで新人・若手を育成する 
（１）ホウ・レン・ソウのスキルを向上させるのは 
【ワーク】新人・若手について気になることがあった時の、指摘の仕方（伝え方）を考える 
（２）ホウ・レン・ソウを通じて育成する 
 
７．新人・若手のタイプ別ホウ・レン・ソウ 
【ケースＡ】人の評価を気にし過ぎて、完璧に仕上がるまで報告してこないタイプ 
【ケースＢ】反応はいいが、自分で考えずにすぐにどうすればいいかを聞いてくるタイプ 
【ケースＣ】いいことは積極的に報告してくるが、不都合な報告は意図的にしないタイプ 
【ケースＤ】「あなたに報告する必要性を感じない」と言わんばかりのデキるタイプ 

講師 
派遣 

在宅勤務を最近導入された企業の管理監督職におススメ 

◆対象者 

コロナ禍において、さまざまな産業において、働き方の変革が進んでおります。
具体的には、従業員の在宅（リモート）での業務が増え、そのマネジメントを
担うリーダー（管理監督者）も、新たな考え方やスキルを習得する必要に迫
られております。本研修は、リーダーがメンバーに対し、Face to Faceのコミュニ
ケーションをとることができない中、いかに効果的にマネジメントするか、そのヒント
をつかんでいただく内容となっております。 

 

具体的には 

①仕事のゴール・成果の見える化（目標管理） 

②スケジュールの見える化 

③チームワーク（コミュニケーション） 

④KPI 

 

上記４つの観点で、生産性の高いチームを生み出す考え方や、スキルを習得
いただきます。 

※ご希望に応じて、３時間×２開催や、オンラインでの実施も承ります。 

・リーダー層～初級管理職 

・新入社員や部下をマネジメント・育成する方 

◆よくあるお悩み・ニーズ 

・新入社員や部下後輩が在宅勤務（リモートワーク）しているが、どのようにマ
ネジメントしたらよいかわからない 

・在宅勤務（リモートワーク）従事者に、パフォーマンス高く仕事をしてもらうた
めのかかわり方について知りたい 

◆研修内容・特徴 

27 
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■ＯＪＴ指導者研修 

～新人・後輩指導の基本スキル習得編（１日間） 

■（ＯＪＴ指導者向け） 

新人・若手のホウ・レン・ソウ強化研修（１日間） 
講師 
派遣 

公開 
講座 

内容 

１．新人・若手の立場になって考える 
（１）当時不安だったこと 
【ワーク】若手の頃に不安だったことは？ 
（２）部下・後輩の不安を理解する 
 
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の「準備」 
（５）Ｏｆｆ‐ＪＴとの組み合わせ 
（６）ＯＪＴトレーナーの役割 
【ワーク】あなたがＯＪＴトレーナーとして、組織から求められている役割とは？ 
（７）ＯＪＴを始める前にやるべきこと 
 
３．育成計画を立てる 
（１）ステップごとの目標を立てる  
（２）目標を細分化する 
（３）指導をプロデュースする 
【ワーク】部下の現状を踏まえた、３ヵ月間の育成計画を立てる 
 
４．ＯＪＴの進め方 
（１）指示の仕方 
（２）指示した内容を確認する 
（３）報告させる、相談を受ける 
【ワーク】上司への報告時に、何となく気後れしてしまうことは？ 
（４）効果的なほめ方 
【ワーク】部下・後輩のほめるところを発見する 
（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と思いつつ、ためらってしまうことは？ 
（６）不平不満の受け止め方 ～まずはきちんと聞く 
 
５．ケーススタディ 

内容 

１．はじめに 
（１）ホウ・レン・ソウ指導は「最初が肝心」 
 
２．ホウ・レン・ソウを指導・強化する 
（１）最初からホウ・レン・ソウがうまい新人はいない 
（２）ホウ・レン・ソウは現場で上達させる 
 
３．ホウ・レン・ソウしやすい職場環境を整える 
（１）上司・先輩に求められる風通しのよい職場づくり 
【ワーク】ホウ・レン・ソウしやすい上司・先輩の特徴と、敬遠してしまう上司・先輩の特徴を考える 
（２）風通しのよい職場に必要なもの （３）承認欲求を満たせ、帰属意識を持てること 
（４）前向きなコミュニケーションの土壌をつくる 
【ワーク】否定的な表現を、肯定的な表現に変える 
（５）気兼ねなく相談できる人がいること  （６）上司・先輩から声をかける 
 
４．ホウ・レン・ソウのさせ方 
（１）ホウ・レン・ソウのあり方を伝える 
（２）自ら通常業務内でホウ・レン・ソウの手本を見せる 
（３）悪いホウ・レン・ソウを優先する風土をつくる 
 
５．ホウ・レン・ソウの受け止め方 
（１）上司・先輩として「傾聴力」を高める  （２）上司・先輩として「質問力」を高める 
（３）リスクを感知した際の訊き方 
 
６．ホウ・レン・ソウで新人・若手を育成する 
（１）ホウ・レン・ソウのスキルを向上させるのは 
【ワーク】新人・若手について気になることがあった時の、指摘の仕方（伝え方）を考える 
（２）ホウ・レン・ソウを通じて育成する 
 
７．新人・若手のタイプ別ホウ・レン・ソウ 
【ケースＡ】人の評価を気にし過ぎて、完璧に仕上がるまで報告してこないタイプ 
【ケースＢ】反応はいいが、自分で考えずにすぐにどうすればいいかを聞いてくるタイプ 
【ケースＣ】いいことは積極的に報告してくるが、不都合な報告は意図的にしないタイプ 
【ケースＤ】「あなたに報告する必要性を感じない」と言わんばかりのデキるタイプ 

講師 
派遣 

公開 
講座 

初めてOJT担当者になった方は 
こちらがおすすめ 

どのようにホウレンソウさせるかを 
徹底解説 

指導者の育成におススメ 

28 
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■はじめてのＯＪＴ研修 

～先輩として自信を持って業務指導を行う（１日間） 

■ＯＪＴステップアップ研修 

～関係構築・フィードバック編（１日間）  

講師 
派遣 

公開 
講座 

内容 

１． ＯＪＴとは 
 
２． 「仲良くなれるかな」を解消する ～関係構築編 
 
３． 「うまく教えられるかな」を解消する ～指導編 
 
４． 「うまく叱れるかな」を解消する ～指導テクニック編 
 
５．「うまく答えられるかな」を解消する ～フィードバック強化編 
 
６． 「自分の仕事の時間をとれるかな」を解消する ～時間管理編 

内容 

１．自身の育成計画・指導を振り返る ～これまでの指導を客観的に把握する 
 
２．指導した後輩を振り返る ～後輩の成長した点・課題を理解する 
 
３．後輩との関係構築 ～後輩のモチベーションを維持・向上させる 
 
４．後輩に対するフィードバック～効果的なフィードバックを通して、後輩の成長を促進する 
 
５．実践！ケーススタディ ～自身の指導力を強化する 
   ロールプレイングを、「後輩役」「指導者役」「観察者」の３名に分かれて実施する 

■ティーチング研修 

～適切な業務指導の進め方(１日間) 

■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） 

内容 

１．業務指導を考える 
 
２． 業務指導の基本 
（１）業務指導の基本はティーチング （２）「ティーチング」と「コーチング」の使い分け 
 
３． 業務指導の前提条件 
 
４．業務指導実践テクニック①～ やってみせる・やらせてみる 
 
５． 業務指導実践テクニック② ～ フィードバックする 
 
６． 業務指導実践テクニック＋α～「言いにくいこと」を伝える 
 
７．ケーススタディ 

内容 

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 
 
３．目標設定の支援～ＧＲＯＷモデル 
 
４．コーチングスキルの習得 
（１）「傾聴のスキル」とは  （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 
 
５．ケーススタディ 

講師 
派遣 

公開 
講座 

講師 
派遣 

公開 
講座 

講師 
派遣 

公開 
講座 

OJT担当者の年次が若い場合には 
こちらもおすすめ 

“業務指示”をきちんと 
行えるようになるプログラム 

指導者の育成におススメ 
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■メンター研修（１日間） ■イマドキ世代の育て方研修（１日間）  

講師 
派遣 

公開 
講座 

内容 

１．メンターとは 
 
２．よいメンターになるために 
 
３．メンタリングのポイント ～相談を受け入れる 
（１）メンタリングの実例 （２）メンターがメンタリングの実施において期待されること 
（３）メンタリングの留意点  （４）コーチング、ＯＪＴとの違い  
（５）日ごろから変化に注意する 
 
４．メンターに必要なコミュニケーション力 
 
５．モチベーションを向上させるフィードバック 
 
６．実践ケーススタディ ～こんなときどうする？ 

内容 

１．はじめに 
（１）“いまどきの若者”に対する評価とは  （２）時代とともに変わる「常識」 
 
２．いまどきの若手世代について考える 
 
３．タイプ別の指導法 
（１）安定志向度×自己主張度でみた４つのタイプ 
（２）各タイプ別の特徴に合わせた指導法 
①成長×主張 ②成長×従順 ③安定×主張 ④安定×従順  
 
４．指導者に求められる心構えとスキル 
 
５．ケーススタディ 

■部下モチベーション向上研修(１日間) 
■部下コミュニケーション向上研修 

～１対１面談を通した部下育成支援（１日間） 

内容 

１．モチベーションが上がる？下がる？ 
 
２．コミュニケーションで「安心」を与える 
 
３．コミュニケーション力の向上①～聴く 
 
４．コミュニケーション力の向上②～訊く 
 
５．部下をほめる・承認する 
 
６．モチベーションを上げる業務分担～成長への期待 

内容 

１．部下指導～日々のコミュニケーションを大切にする 
 
２．１対１面談とは 
 
３．１対１面談で使用する質問話法 
 
４．１対１面談のプロセス 
（１）１対１面談のプロセス 
（２）プロセス①面談で話す内容に関して、事前準備をする 
（３）プロセス②部下の働きぶりを認める  （４）プロセス③雑談をする 
（５）プロセス④面談の本題に入る （６）プロセス⑤次回の面談までにやるべきことを決め
る 
（７）プロセス⑥次回の面談では振り返りから始める。相手の気持ちを前向きにする 
 
５．自部署の目標や方向性の共有～チームの一体感の醸成 
 
６．部下との対話を通じたチェック・リスクマネジメント 

講師 
派遣 

公開 
講座 

講師 
派遣 

公開 
講座 

講師 
派遣 
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