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【ご提案】 

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の 
おすすめ研修 

株式会社インソース  
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１．はじめに 

新型コロナウィルスの影響により、以下の点を再考する必要が出てきました。 
 ①業績、売上の低下（コロナ禍が終息した後に、１００％回復はない可能性が高い。）  
 ②ＩＴ化（テレワークが日常になるなどコミュニケーションのオンライン化が見込まれる） 
 ③人に頼りすぎるビジネスモデルの変革が進展（職場のあらゆるところでＩＴ化も含め、効率化ニーズが拡大する。） 
組織活動のあり方や人々の働き方が変化し、多くの企業が対応に苦慮されています。 
 
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の働き方に焦点を当ててみると、上記のようにテレワークが浸透したり、オンラインでのミーティングや教育が普及
してきています。 
それにより、業務のやり方を見直す、業務そのものを廃止してしまうなど、結果的に不要なものを排除するような改善・改革が進んでいます。 
 
そんな中、教育に目を向けると、集合教育ができなかったため、体系立てた研修が十分にできず、模索中の組織も多いようです。 
オンラインでの教育など弊社へも多くのご相談をいただいております。 
そこで、今回はポストコロナ・ウィズコロナ時代のお勧めの研修として以下のテーマをもとにご紹介いたします。 

•経営戦略策定、マーケティング、新規事業 （１）組織活動、戦略の見直し 

•OODAループ、リーダーシップ、プロフェッショナルの育成 （２）組織を牽引するタフなマネジメント 

•営業、業務改善、課題解決、働き方改革 （３）成果・効果を重視 

•ハラスメント、従業員エンゲージメント、レジリエンス （４）社員のメンタルヘルスの維持・改善 

•テレワーク時のマネジメント、在宅勤務時の成果の出し方 （５）不慣れなテレワークを乗り切る 

１．はじめに 
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２．テーマ別研修一覧 

（１）組織活動、戦略の見直し 

先行きが見えず、働き方も変わり、活動、戦略
の抜本的な変更を余儀なくされています。 

 

 
①ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経営戦略
研修 
https://www.insource.co.jp/kanrisyoku/manageme
nt-strategy.html 

 

 

②『ニューノーマル時代』の事業継続計画・ 

 マネジメント（ＢＣＰ・ＢＣＭ）研修 
https://www.insource.co.jp/kanrisyoku/zigyokeizoku-
management.html 

 

③マーケティング研修 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_marketin
g.html 

 

④ビジネスモデル企画研修 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_business
-model.html 

 

⑤構想力強化研修 

 ～アイデアを実現するまでのプロセスを学ぶ 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_realizatio
n.html 

 

 

 
 

 

 

 

（２）組織を牽引するタフな 

マネジメント 

困難な状況下でも、進むべき方向へメンバーを
動かす実行力と育成するスキルを高めます。 

 

 

 ①ポストコロナ・ウィズコロナ時代の 

 マネジメント研修 

 ～在宅勤務を生産性向上につなげるために 
https://www.insource.co.jp/kanrishoku/post-corona-
management.html 
 

 

②リーダーシップ研修  
 ～ポストコロナ・ウィズコロナ時代の強いリーダー 
https://www.insource.co.jp/bup/bup-post-corona-
leadership.html 

 

③ポストコロナ・ウィズコロナ時代の働き方 

 研修 ～「主体者」 と「新たなゼネラリスト」の育成 
https://www.insource.co.jp/kanrisyoku/post-corona-
kanrisyoku.html 

 

④業績向上のための組織づくり研修 
   ～ＯＯＤＡループで目的を達成する編 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_ooda-
loop.html 

 

⑤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 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_leadershi
p.html 

 

 

 

 

 

 

 

（３）成果・効果を重視 

売上の向上につながる営業スキルの向上や業
務の効率化のためのスキルを学びます。 

 

 

①営業力強化研修 
 ～心情理解を通し、顧客との関係構築を強化する 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_eigyorel.
html 

 

②営業マネージャー研修 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_houjinsal
es.html 

 

③業務改善研修 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_gyoumu
kaizen.html 

 

④業務フロー作成研修 
https://www.insource.co.jp/bup/gyomu_flow.
html 

 

⑤マニュアル作成研修 
 ～改善・合理化を促す業務マニュアルの作り方 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_bunsho4
.html 

 

新作 新作 

新作 新作 

新作 
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２．テーマ別研修一覧 

（４）社員のメンタルヘルスの 

維持・改善 

メンタルヘルスの維持が、結果として業務遂行
や普遍的な組織活動へとつながります。 

 

 

①ハラスメント防止研修 
～基礎知識を習得する 
https://www.insource.co.jp/bup/bup-
harassment-prevention.html 

 

②管理職向け 

従業員エンゲージメント向上研修 
～働きがいのある職場づくりでチームの活性化を 

はかる 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_employe
e_engagement.html 

 

③チームワーク入門研修 
～信頼・責任・疾走・勝利で高めるエンゲージメント 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_teamwo
rk_engagement.html 

 

④レジリエンス研修 
～しなやかにストレスと向き合い、回復力を 

身につける 
https://www.insource.co.jp/bup/bup_resilienc
e.html 

 

 

 

 

（５）不慣れなテレワークを乗り切る 

テレワークでの業務の進め方や管理の仕方を
習得します。 

 

 

①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 
https://www.insource.co.jp/kenshu/remote-
management.html 

 

 

②在宅勤務に求められる「成果」の出し方・
見せ方研修 
https://www.insource.co.jp/wakate/remote-work.html 

 

③在宅勤務・リモートワークのための 

情報セキュリティ対策研修(半日間) 
https://www.insource.co.jp/bup/bup-telework-
securities.html 

新作 

新作 

★新作について 
 随時、公開講座で設定しております。 
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３．テーマ別研修  

カリキュラム 

１．新型コロナによって突き付けられた経営リスク 
（１）コロナ禍を機に顕在化した課題 
【ワーク】２０２０年に発生した新型コロナに関連して、具体的に自社が直面した課題について、下記
の５つの観点で考える 
 ①業績の立て直し  ②組織体制の課題  ③リスク管理の課題 
 ④デジタル対応の遅れ  ⑤グローバル依存のリスク 
  
２．ポストコロナの経営環境を考える 
（１）コロナ後の外部環境をPEST分析する 
 ① 「P」 ～統制強化の流れとグローバル化からの揺り戻し 
 ② 「E」 ～「戻って８割」の経済規模が前提となる 
 ③ 「S」 ～「仕事」「消費」「余暇」に対する意識の変化 
 ④ 「T」 ～デジタルへの対応力が生き残りに直結 
 【ワーク】自社に関わる外部環境の分析をＰＥＳＴ分析を使って行う 
（２）コロナ後に変化した「市場」と「競合」を捉える 
 【ワーク】自社にとっての「市場」と「競合」に起きている変化について考える 
（３）コロナ後の環境変化を「機会」と「脅威」の両面で考える 
 【ワーク】「PEST分析」および「市場・競合分析」によって捉えた外部環境の変化をもとに、 
「機会」と「脅威」の両面から自社の「V字回復戦略」を考える 
 
３．ポストコロナにおける組織戦略 
（１）リモートワークを通して見えてきたもの ①必要な人材 ②足りない人材 ② 持て余す人材 
（２）自律的な組織運営に不可欠な３つの要素 
 ① 仕事のプロセスの可視化   ② 部下にさせる業務の具体的な記述 
 ③ リーダーのミッションの明文化と付与する権限の拡大   
（３）変化に強い自律的な組織形態とは ①平時に有利な「戦艦型」②非常時に強い「戦闘機型」 
【ワーク】自社の戦略を実現するためのあるべき組織の形を考える 
 
４．ポストコロナにおける人材戦略 
 【ワーク】コロナ対応において、自社で「株を上げた」リーダーやメンバーについてグループ内で共有する 
（１）リーダーが同時並行で行うべき３つの危機対応 
 ① 即時対応 ～権限移譲を前提とした判断力と行動力 
 ② 事業の再起動 ～合理性と計算力を駆使した問題解決力 
 ③ 新事業の構築 ～変化を好機と捉えるポジティブさと構想力 
（２）８掛けを前提にしたメンバーの再配置 
 ① 売上８掛けなら人員は６掛けに  ②新規事業に振り向ける人材の創出 
 【ワーク】自身の実際の部下を既存事業の効率運営と新規事業の開発業務に振り分ける 
 
５．まとめ 

◆ねらい：、今、経営を取り巻く環境は大きく変化しています。その危機対応を越えてそこか
らふたたび経営を立て直していく上で求められる、ポストコロナの経営環境の認識と、そこで機
能する組織のあり方、さらに、リーダーに求められる人材戦略のあり方について学びます。 

①ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経営戦略研修 新作 新作 

（１）組織活動、戦略の見直し 

カリキュラム 

１．ニューノーマルのBCP～新型コロナウィルスへの対応から学ぶ 
（１）ウィズ・コロナのBCP 
 【ワーク】準備不足だったことは何か？ 
 ①初期段階ー感染予防対応 例:手洗い,３密の回避、社会的距離（ソーシャル・ディスタンス） 
 ②拡大段階ー事業縮小（例:80%出社削減要請）における業務遂行 
 ③蔓延段階ー休業時の自宅待機  ④小康段階ー事業・業務再開への対応 
 
（２）アフターコロナのBCP 
 【ワーク】今後の社会はどうなるのか？ 
 ①新しい企業文化と事業の転換～IT・DXの必要性 
 ②業務形態や勤務形態の転換～アフターコロナの働き方改革 
 【ワーク】押印が必要な業務を見直しましょう。 
 ③次なるパンデミックへの対応準備ーニューノーマルBCP 
 【ワーク】交代勤務として有効な業務はどのようなものがあるか？ 
 
２．自然災害BCPとパンデミックBCPの違い 
（１）事業継続計画（BCP）の背景   （２）自然災害BCPの枠組み 
（３）パンデミックBCPとの違い  【ワーク】自然災害とパンデミックのBCPの違いを考える 
（４）事業継続マネジメント（BCM） 
 【ワーク】管理者として業務遂行上・メンタルヘルス上のポイントは何か？ 
 
３．パンデミックBCP作成の基本 
（１）企業の理念と社会的責任・SDGsを考える （２）パンデミックBCPの枠組み 
（３）情報収集と選択～感染症の特徴 
 【ワーク】情報過多の中で信頼できる情報ソースを考える。信頼できる指標は何か？ 
（４）方針作成と重要業務の決定～何を守るのか 
（５）感染段階別の事業継続対策の検討～４段階 
 【ワーク】事業自粛を要請されたときの対応はどうするか？ 【ワーク】必要となる資金はどの程度か？ 
（６）事業再開への対応策  （７）BCPの見直しと教育訓練～BCPの徹底 
 
４．テレワークなどへの対応    
（１）テレワークのポイント～事例研究  （２）テレワークのマネジメントとリーダー力 
 【ワーク】テレワークで困ったことは何か？ 
（３）WEB会議のルールとマナー～マイクのスイッチは切ってカメラのスイッチは入れる 
 【ワーク】WEB会議とリアル会議の違いを考えよう 
（４）テレワークのメンタルヘルス 【ワーク】コロハラ（新型コロナウイルス・ハラスメント）の対応を考える 
 
５．総合演習～最悪のケースを想定する 
【ワーク例】新型コロナウィルスのパンデミックが収まらない中で、さらに大地震が生じた場合、どのようなBCP
になるか検討する。 

◆新型ウイルス感染症など想定外の天災・人災により事業継続が困難になるケースがあります。そこで、事
業継続を困難にする危機的状況への対応として、「事業継続計画」（BCP：Business Continuity 
Planning）の作成・見直しに注目が集まっており、「事業継続計画」作成の基礎・本質を、日常的かつ
実践的なレベルで習得します。 

②『ニューノーマル時代』の事業継続計画・マネジメント 
（ＢＣＰ・ＢＣＭ）研修 
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３．テーマ別研修 

カリキュラム 

１．マーケティングとは何か 
 【ワーク】業務の中でマーケティングにどのように関わっているか考える 
（１）マーケティングとは「売る」ための仕組みづくり 
（２）「プロダクトアウト」と「マーケットイン」 
 
２．マーケティング戦略の立て方 
 
３．環境分析 
（１）外部環境の分析 
（２）内部の課題分析 
（３）ＳＷＯＴ分析 
 【ワーク】講師が提示する企業、事業のＳＷＯＴ分析を行う 
 
４．戦略の策定 
（１）ＳＴＰマーケティングとは 
（２）「Ｓ」 ～セグメント化 
（３）「Ｔ」 ～ターゲット選定 
（４）「Ｐ」 ～ポジションの確立 
 
５．ブランド戦略について 
（１）ブランドを考える 
（２）ブランド導入の道のり 
 
６．戦術の考案 
（１）商品 （Product） 
（２）価格 （Price） 
（３）流通 （Place） 
（４）プロモーション （Promotion） 
 【ワーク】商品・サービスを拡販するために、どのような戦術を取りますか 
 
 【参考】マーケティングにおける営業部門の役割 
 
７．まとめ 
 【ワーク】あなたが携わるマーケティング活動の目標を設定する 

◆ねらい：多くの事例研究を通して、マーケティングの巧みさを学び、自社と比較して検証するこ
とは、自社のマーケティングを考える上で、非常に有効です。本研修では、マーケティングの基礎
知識を学びます。また、マーケティングの手法を活かし、自社の新商品・販促企画を立案します。 

③マーケティング研修 

（１）組織活動、戦略の見直し 

カリキュラム 

１．ビジネスモデルとは 
（１）ビジネスモデルとは何か   （２）広義のビジネスモデルとは 
（３）代表的なビジネスモデル 
  ①直販モデル  ②卸売・小売モデル  ③フランチャイズモデル 
  ④マッチングモデル  ⑤広告モデル  ⑥継続課金モデル  ⑦消耗品モデル 
  【ワーク】消耗品モデルを使っている商品やサービスを考えましょう。 
  ⑧フリーミアムモデル  ⑨シェアリングモデル 
（４）ビジネスモデルの組合せ例 
  【ワーク】自社はどのようなビジネスモデルか考えてみましょう。 
  
２．ビジネスモデル構築のフレームワーク 
■ビジネスモデルの構成要素 
 ①５Ｗ１Ｈを応用する 
 ②３Ｗ１Ｈでビジネスモデルの成功例を考える ～ＱＢハウス 
 
３．ビジネスモデルの成功事例に学ぶ 
（１）コスト削減に注目 
（２）顧客に注目し、対象顧客を変更 
（３）現代の傾向① ～デジタル・ネット時代の成功例 
  ①プラットホーム化 
  ②クラウド化 
  ③ロングテール 
（４）現代の傾向② ～グローバル化の成功例 
 
４．ビジネスモデルを考える際の発想法 
（１）デザイン思考とプロトタイプ 
（２）サービスデザインと共創 
（３）アナロジーで考える 
 
５．演習 ～未来を予測し、新たなアイデアを考える 
【ワーク】少子高齢化に必要となるサービスのアイデアを出し、そのビジネスモデルを考えます 

◆ねらい：ビジネスモデルの基本を、事例を多く用いて分かりやすく解説します。基本を理解し
た上で、新たにアイデアを出すための発想法を習得します。 

④ビジネスモデル企画研修 
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３．テーマ別研修 

カリキュラム 

１．構想力とは何か ～定義を明確にすることで身に付け方が見えてくる 
（１）漠然としがちな構想力を定義する 
（２）「発想」でも「空想」でもない実現を想定した創造力 
  
２．なぜ今、「構想力」が求められるのか ～「形にしたい」という想いが創造の原点 
（１）構想力の弱さが日本経済を弱体化させた？ 
 【事例紹介】米アップル社と日本の電機メーカーの「構想力」の違い 
（２）かつての日本の経営者には構想力にあふれていた 
 【ワーク】優れた構想力によるビジネスの事例をグループ内で話し合う 
 
３．構想力を因数分解する ～新たなものを創り出すための４つの力 
（１）大局観～今起きていることを俯瞰的に捉え、時代を正しく認識する力 
 【ワーク】事例に挙げた経営者たちは、その当時の時代をどのように認識していたか 
（２）想像力～現場目線、相手目線で課題をイメージする力 
 【ワーク】事例に挙げた経営者たちは、顧客目線からどのような課題を感じていたか。 
（３）主観力～夢や使命感を起点に自分事として考える力 
 【ワーク】事例に挙げた経営者たちは、自身の事業を通して何を実現しようとしていたか。 
（４）実践力～まわりを巻き込み、まわりと共生し得る形で仕組み化する力 
 【ワーク】事例に挙げた経営者たちは、具体的にどのような形で思い描いていたことを 
 仕組みとして実現したか。 
 
４．構想力を阻むもの ～生み出す力を弱体化させるナイーブさ 
（１）ものの見方を画一化させる「思い込み」（２）発想に制約をかける「組織の壁」 
（３）今のままでもう十分という「“あがり”の意識」 
 【ワーク】構想力を阻むものを考える 
 
５．構想のサイクル ～思いの実現を強かに進めるための手法 
（１）構想案を考える   ①アイデアの収集 ②ケーススタディ 
（２）人の意見を聞く   ①フィールドリサーチ ②プロトタイピング 
（３）構想を計画に落とし込む ①マーケティングリサーチ ②リソースの確保 
（４）構想を伝え、まわりを巻き込む ①プレゼンテーション ②ステークホルダーマネジメント 
 
６．実践演習 
 【ワーク】ワークシートに沿って、現在あなたが携わる事業における、何らかの課題解決や 
 事業開発のアイデアを具体的に構想化する 

◆ねらい：今の時代を生きるビジネスパーソンに求められる能力として、常に上位に挙げられる
「構想力」。新規事業開発のような大きなテーマはもちろん、社内プロジェクトのような取り組み
においても「構想力」は欠かせないスキルといえます。本研修では、具体的にどのようにして身に
つければよいかを学びます。 

⑤構想力強化研修 ～アイデアを実現するまでのプロセスを学ぶ 

（１）組織活動、戦略の見直し 
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３．テーマ別研修 

◆ねらい：業務のプロセス分解と可視化、業務内容の標準化と明文化、管理指標の設定
とオペレーション方法の確立、さらには部下に合わせた業務のアサインメントの仕方など、在
宅勤務を生産的なものにする上で不可欠なスキルを身に付けるための研修です。 

◆ねらい：本研修ではコロナ前後でビジネスの常識がどのように変化したかを学びつつ、現場での 
 判断軸やコミュニケーションをあり方を習得し、強いリーダーを目指します。 

②リーダーシップ研修 
 ～ポストコロナ・ウィズコロナ時代の強いリーダー 

①ポストコロナ・ウィズコロナ時代のマネジメント研修 
 ～在宅勤務を生産性向上につなげるために 

カリキュラム 

１．はじめに  ～ポストコロナ時代とは 
（１）働き方を変える必要性が高まった ～コロナが発生する前と後の働き方 
 ①組織 ②戦略・戦術 ②マネジメント・リーダシップ ④仕事の仕方 
（２）業績向上とリスク管理を同時に考える （３）個々の自立、主体性の発揮がより求められる 
   
２．ポストコロナ時代のリーダーとは 
（１）ポストコロナ時代のリーダーについて考える 
 【ワーク】あなたが考えるこれからのリーダーのイメージを考える 
（２）恐れと不安の世界を乗り越えるためのリーダーシップとは 
（３）明快かつ透明性のあるコミュニケーション 
 
３．恐れと不安の世界を乗り越えるためのリーダーシップ 
（１）先ずは判断力をアップデートさせる   ①前例踏襲からの脱却  ②正常性バイアス 
 【ワーク】これまでの判断が有用しなくなった事例を考える 
（２）コロナ時代の判断軸 ～効果的かつ安全にビジネスを継続できるか 
 ①リスク管理： リスクの予見とリスクのトリアージ 
 ②コスト削減と業績向上： １分当たりの価値を意識した選択（生産性向上） 
 ③多様なワークスタイル： 新たな技術への対応  ④迅速且つ徹底して実行する 
（３）決断し徹底する力強いマインド （４）リーダーとして求められる主体性 
 
４．ポストコロナで求められるのは明快かつ透明性のあるコミュニケーション  
（１）コミュニケーションのズレをなくす 
 ①ゴールのズレ：何を「目的」としたコミュニケーションかわからない 
 ②緊急性のズレ：「なぜ優先度が高い」のかわからない。 
 ③前提知識のズレ：「背景」の説明が困難。または前提知識が異なる 
（２）ステークホルダーとの密なコミュニケーションが重要 
（３）組織・上司に対してのコミュニケーション ～コロナ時代のフォロワー 
 ①緊急性（リスク・クライシス）を意識したコミュニケーション 
 ②現場の情報が集まるコミュニケーションの仕組み 
 【ワーク】上司へのホウレンソウすべき事項を考える 
（４）部下・メンバーとのコミュニケーション  
 ①力強い言葉が部下・メンバーを前向きにさせる ②自らの言葉で単刀直入に語る 
 ③わかりやすい簡潔な指示 
（５）部下・メンバーの仕事を創り出す   
 ①適切な業務量 ②KPIの管理  
【ケーススタディ】自部門の部下・メンバー全員をテレワークに移行させたときの業務と管理手法を考える 
 
５．行動宣言～コロナ時代のリーダーを目指して 

カリキュラム 

１．勤務形態の多様化とマネジメントの変化 
（１）コロナ禍による在宅勤務がもたらしたもの 
 【ワーク】在宅勤務により、自身の職場で起きた変化や直面した課題などについて共有する 
（２）在宅勤務を通じて見えてきた「必要な人材」の３類型 
 ①指示が出せる人  ②指示を受けて作業を完結できる人  ③自律的に作業ができる人 
（３）職場勤務と在宅勤務のマネジメントにおける違い 
 ①曖昧な仕事の渡し方ができない ②共同監視が利かない ③自工程完結が求められる 
（４）マネージャーとは「しんどい仕事」である 
 
２．ＳＴＥＰ１ ～業務の切り分けと標準化 
（１）まずは自部署のミッションの定義から （２）目的を踏まえてあるべき姿で業務フローを描く 
（３）業務フローの中に個々の具体的業務を位置付ける 
（４）業務ごとに作業内容、標準時間、品質レベルを決める 
 【ワーク】業務の一つをフロー図で表し、その中に具体的業務を位置づけ、標準化する 
 
３．ＳＴＥＰ２ ～部下のスキル把握とアサインメント 
（１）生産性を左右する部下と業務のマッチング （２）部下一人ひとりのスキルレベルを可視化する 
（３）業務に対して求められるスキルレベルを定義する 
（４）管理スパンを変えながらスキルアップを図る（５）仕事の幅を広げるための定期的な担当変更 
 【ワーク】ＳＴＥＰ１で標準化した業務に求められるスキルレベルを定義し、自部署に所属する 
 部下のスキルレベルを踏まえてアサインする 
 
４．ＳＴＥＰ３ ～業務の管理と評価の方法 
（１）業務内容によって業務の管理方法は変わる ①時間で管理②作業量で管理③成果物で管理 
（２）進捗状況を合理的に管理するためのＫＰ設定 
（３）職場勤務以上に評価のフィードバックを意識して行う 
 【ワーク】自部署の業務の中から「時間」「作業量」「成果物」で管理するものをそれぞれ１つずつ選び、  
 それらに対して業務を管理するためのＫＰＩを設定する 
 
５．ＳＴＥＰ４ ～リスクとモチベーションの管理 
【ワーク】ネットワーク障害で在宅勤務者が一定期間仕事ができなかった場合に被る損害額を計算する 
（１）リスクヘッジとしての多能工化の推進 
 ①業務量の繁閑リスク  ②ネットワーク不調のリスク ③属人的業務のリスク 
（２）在宅ならではのメンタル面の留意点 （３）在宅勤務者の状況を把握するための工夫 
 ①テレビ会議システムを使った朝・夕礼  ②日報の確認とフィードバック 
 
６．こんなときどうする 
 ケース例）求められた成果物はちゃんと提出できているのだが、勤務時間中につかまらないことが多く、  
       デスクに座って仕事をしているのかどうかが分からない 

新作 新作 

（２）組織を牽引するタフなマネジメント 
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３．テーマ別研修 

◆ねらい：コロナ禍を機に働き方は一変し、同時に求められる人材も変化しています。本研修では、
ポストコロナ時代どのような人材が求められ、あるいは評価されていくのか、コロナ禍で生じた「仕事が
できる」の定義の変化を演習を通して捉えながら明らかにしていきます。「主体者」と「新たなゼネラリス
ト」の育成をキーワードに、行動経済学を用いた具体的な育成手法を学びます。 

③ポストコロナ・ウィズコロナ時代の働き方研修 
 ～ 「主体者」 と「新たなゼネラリスト」の育成 

カリキュラム 

１．コロナ禍を機に顕在化した課題 
【ワーク】２０２０年に発生した新型コロナに関連して、具体的に自社・自部署が直面した 
課題について、下記の５つの観点で考える 
 ①IT対応 ②業務配分 ③進捗・KPI管理 ④リスク管理⑤人（働ける人、指示待ちになる人等） 
 ■あらゆる人が制約下に置かれた２０２０年春 
 
２．働き方はどう変わるか 
【ワーク】キーワードに沿って「仕事ができる」の定義がどう変わったか考える 
（１）コロナ前後の「仕事ができる」定義の変化 
（２）成果主義が強化されるポストコロナ時代の働き方 
 ①ジョブ型の業務アサイン ～ラインを越えて仕事をする ②よりフラットかつシビアになる評価 
 ③仕事の選別と同時に人材の見極めが進む 
（３）ポストコロナ時代に擁すべき人材とは 
 ①自ら判断し動ける「主体者・プロフェッショナル」 ②守備範囲を超えていく「新たなゼネラリスト」 
 
３．ポストコロナ時代の人材育成施策 
（１）リーダーの行うべき２つの育成施策 
 ①主体性の養成 ～自ら判断し動ける「主体者・プロフェッショナル」づくり 
 ②スキルセットの拡大と深化 ～守備範囲を超えていく「新たなゼネラリスト」づくり 
（２）ポストコロナ時代の人材４要件 ～自律、柔軟、覚悟、創造 
 
４．メンバーの主体性を引き出す ～自ら判断し動ける「主体者・プロフェッショナル」の育成 
【ワーク】改めて自社の仕事を考える（何を目的とし、何を大切にしてきたか） 
（１）主体性の根源は目的意識 ～自社の使命から考える「今為すべきこと」 
（２）主体性発揮に行動経済学を利用する（３）ＥＡＳＴとは～人を動かすためのフレームワーク 
（４）主体性発揮のプロセス ①Ｅ：行動のハードルを下げる ②Ａ：目的意識を持たせる 
 ③Ｓ：巻き込む力を身につけさせる ④Ｔ：適切なタイミングで介入する 
【ワーク】主体性の低い社員を１名選び、EASTのプロセスに沿って仕事を任せる 
 
５．メンバーのスキルセットを拡大・深化する～守備範囲を超えていく「新たなゼネラリスト」育成 
 【ワーク】①メンバーに必要だったスキル②ラインを越えて働くうえで必要スキルの洗い出し 
（１）メンバーのスキルセットを拡大するステップ （２）業務を可視化する 
 ①プロセスの分解 ②KPIの明確化 ③必要スキルの可視化 
（３）メンバーの能力を把握する 【ワーク】必要スキルに対するメンバーの能力を評価する 
（４）仕事を創り出す ①メンバーがやりたい仕事は、本来必要な仕事である可能性大 
 ②部署の垣根を越えて仕事を見つける 
 【ワーク】他部署の業務で、メンバーにやらせたい業務を洗い出す 
（５）仕事を任せる 【ワーク】メンバーのスキルセットを拡大するために、次に任せる仕事は何か考える 
 
６．まとめ 

カリキュラム 

１．ＯＯＤＡループ ～目的達成のための意思決定理論 
 【ワーク】自組織の業績目標を達成するための課題を考える 
（１）ビジネスと戦争・戦闘の類似性 
（２）ビジネスにおいてＯＯＤＡ（ウーダ）ループを活用する 
（３）ＯＯＤＡループを活用するメリット 
（４）第１のプロセス：観察（Ｏｂｓｅｒｖｅ）～ありのままに状況を受け止める 
（５）第２のプロセス：方向付け（Ｏｒｉｅｎｔ）～直観的に方針を決める 
（６）第３のプロセス：決断（Ｄｅｃｉｄｅ）～決断をためらわない 
（７）第４、最後のプロセス：行動（Ａｃｔ）～速度と集中が最大の効果を生む 
（８）ＯＯＤＡを高速で回し、業績目標を達成する 
 
２．ＯＯＤＡを実現する組織のあり方 
（１）企業におけるＯＯＤＡ活用事例 
（２）組織目標・ミッション共有 
 【ワーク】自組織の業績目標は何か、チームのミッションは何か考える 
（３）組織のカルチャー・人間関係 
 【ワーク】自組織のカルチャー・人間関係を考える 
（４）組織メンバー全員への徹底したトレーニング 
 【ワーク】自組織にどのような共通訓練・教育を行うべきか検討する 
（５）組織構造 
 【ワーク】自組織の構造はどうあるべきか考える 
 
３．ＯＯＤＡを実現するリーダーのあり方 
（１）リーダーとしての立ち振る舞い～「サムライ」としての品格を持つ 
（２）「Ｏｂｓｅｒｖｅ」優れた観察者であること 
（３）「Ｏｒｉｅｎｔ」経験から課題解決の方向を示す 
（４）「Ｄｅｃｉｄｅ」困難な状況に立ち向かい決断する 
（５）「Ａｃｔ」行動する 
（６）人材育成者であること～「ＯＯＤＡに耐えうる部下」を育成する 
 【ワーク】ＯＯＤＡを実現するリーダーとして、どうあるべきか考える 
 
４．まとめ 

◆ねらい：「ＯＯＤＡループ」とは、迅速かつ柔軟な意思決定の流れを迅速かつ柔軟な意思
決定の流れを４つのプロセスに分けてわかりやすく理論化したものです。実践により、臨機応
変に対応できるようになることを、本研修の講義とワークを通じて理解していきます。 

④業績向上のための組織づくり研修 
  ～ＯＯＤＡループで目的を達成する編 

※本研修における「ＯＯＤＡループ」は、米国海兵隊の行動様式をインソースにて研究したものです。  

新作 

（２）組織を牽引するタフなマネジメント 
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３．テーマ別研修 

カリキュラム 

１．求められる役割 
（１）多面的に考えるリーダーの仕事 ～立場を変えて考える 
 【ワーク】自分が「部下」だったら、リーダーに望むことを考える 
 【ワーク】自分が「上司」だったら、リーダーに望むことを考える 
（２）求められる立場と役割 ～３つのポジション 
（３）部署における自分の立場を考える 
 
２．求められるリーダー像とは 
（１）近年求められるリーダー像 
（２）リーダーシップを考える 
（３）リーダーシップの４類型 
 【ワーク】様々なリーダー像を参考に、自分が目指すリーダー像を明確にする 
 
３．職場リーダーの「仕事力」 
（１）仕事の進め方の原則 
（２）管理とは何か？ ～ＰＤＣＡについて 
 【ワーク】普段の仕事において行っている仕事の管理方法や工夫などをグループ内で共有し、  
 意見交換する 
（３）部下を巻き込む 
 【ワーク】チームメンバーの情報共有でどのような方法をとっているかをグループ内で共有する 
 
４．リーダーに求められるコミュニケーションスキル 
（１）理想の「職場リーダーのコミュニケーション」とは何か 
 【ワーク】自分の成長を支援してくれた上司が、自分にしてくれたことを考える 
（２）コミュニケーションの土壌を作るひと工夫 
（３）思いを相手に伝える 
（４）チームメンバーに動いてもらうコミュニケーション 
 
５．自己改善計画の立案 
 【ワーク】自身の変革プランを立てる 

◆ねらい：リーダーとしての心構えや実践すべき具体的な行動について考えていただきます。 
 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ます。 

⑤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 

（２）組織を牽引するタフなマネジメント 
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３．テーマ別研修 

カリキュラム 

１．改めて考える「営業」という仕事 
 【ワーク】営業としてどのようにありたいと考えていますか？ 
（１）営業とは 
（２）営業力を高めるために 
 
２．営業としての基本再確認 
（１）第一印象を振り返る 
（２）自社・取り扱い商品・業界の知識 
（３）お客さまに対する知識 
 
３．お客さまに頼られる営業とは 
 【ワーク】「頼りがいがある営業」とはどのような人か、それには何が必要か 
 
４．リレーション構築向上のために ① 
（１）「買いたい」と思うのはお客さま 
（２）お客さま満足はお客さまの心情を理解することから 
（３）お客さまの大切にしているものを考える 
（４）購入に至るには段階がある ～ＡＩＤＭＡ 
 【ワーク】自分のお客さまについて、段階を整理し今後の対策を検討する 
 
５．リレーション構築向上のために ② 
（１）お客さまとの関係性を強くする 
（２）お客さまへの情報提供 
 【ワーク】自分がお客さまの立場で情報提供を考える 
（３）自己開示のポイント 
（４）相手との共通項作り ～雑談 
 【ワーク】ネタ洗い出しワーク ～お客さまに合わせて考える 
（５）ヒアリングスキル 
（６）お客さまの購入段階を上げる 
 
６．自己改革プランの作成 
 【ワーク】営業としての「自分」を整理する 
 ～現状の課題、強み、改善点と対策を考える 

◆ねらい：顧客から頼られる営業職に成長するためには、お客様の悩み・課題に関する情報
を円滑に得ることができ、それに応じた情報提供や提案を継続することが大切です。そのために、
顧客との関係を強め、円滑なコミュニケーションが取れることが重要となり、本研修でポイントを
習得します。 

◆ねらい：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ます。 

②営業マネージャー研修 ①営業力強化研修～心情理解を通し、顧客との関係構築を強化する 

カリキュラム 

１．営業マネージャーとしての役割を認識する 
（１）営業マネージャーに求められる役割   （２）求められる役割 
 【ワーク】自部署が求められている成果を書き出す 
（３）求められる成果とは何か？（４）マネジメントチェックシートによる課題の認識 
 
２．目標管理で組織改革を実現する  
（１）理念と戦略   （２）現在の会社のテーマ（中期経営計画・戦略）を確認する 
 【ワーク】会社がテーマとして取り組んでいる内容を書き出して確認する 
 
３．求められるマネジメント 
（１）マネジメントとは「結果の管理」と「プロセスのチェック」（２）部下の仕事の管理 
 
４．営業をプロセスでマネジメントするために 
（１）営業チームをマネジメントする上でのポイント  （２）営業戦略・方針策定 
 【ワーク】予算を達成するための戦略を整理する 
（３）見込み先リストアップ     
（４）アポ・訪問 
 【ワーク】目標とする接触頻度と部下の現状整理 
 【ワーク】営業ツールと使い方について整理する 
（５）信頼関係構築 
 【ワーク】お客さまにきくべきことをリストアップする 
（６）提案 
 【ワーク】提案力を左右する要素を整理する 
 
５．部下をマネジメントする 
（１）コーチングとは （２）傾聴のスキル （３）質問のスキル 
（４）コーチングの実践～GROWモデル 
 
６．総合演習 
 【ワーク】部下が営業訪問の準備をしている際に訪問目的を確認する 
 【ワーク】営業訪問後、顧客との打合せ内容を確認しフォローする 
 
７．ＰＤＣＡサイクルを徹底的に回す  
（１）ＰＤＣＡによるマネジメント 【ワーク】メンバーの行動の管理項目を考える 
（２）【ワーク】まとめ ～ＰＤＣＡ計画を作成する 

（３）成果・効果を重視 
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３．テーマ別研修 

カリキュラム 

１．業務改善とは何かを考える 
（１）業務改善とは         （２）業務改善のポイント  
（３）業務改善を行うに当たって  （４）業務改善の手順 
 
２．改善対象の抽出 
 ６つの視点で考える（①顧客②業務プロセス③関係者④財務⑤組織目標⑥比較） 
 【ワーク】様々な視点から自組織の抱える課題を洗い出す 
 
３．テーマの選定（改善対象の絞り込み） 
（１）改善テーマを選定するとは     （２）改善テーマを選定する基準  
 
４．現状分析 
（１）見えない現実を数値化する （２）図表で視覚化し分析する    
（３）ばらつきと層別で考える   （４）動態観察を行う  
（５）工程分析（流れ図・フロー図作成）を行う    （６）パレート図による分析 
 【ワーク】課題の分析方法、その分析から得られる情報を考える 
 
５．原因追究 
（１）現象と原因  （２）原因を徹底的に考える（３）原因を体系的に考える 
 【ワーク】１つ問題を選び、特性要因図を使って分析する 
 
６．目標設定 
（１）なぜ目標を設定するのか   （２）目標設定のポイント 
 
７．対策の立案・検討 
（１）対策立案の基本 （２）対策立案のポイント（３）対策検討のポイント 
 
８．対策の実施 
（１）メンバーを動かすための工夫（２）途中経過を検証し計画を修正 
 
９．効果の確認 
 
１０．改善の定着・継続 
（１）効果を踏まえる （２）改善を定着・継続させる 
１１．業務改善企画書の作成 

◆ねらい：ビジネスの現場では、限られた人員で成果を上げることが求められています。 
 そのためには、「改善」し続けることで、コスト削減とパフォーマンス向上の両立をしなければな
りません。 本研修では、このような状況に対応するための手法を習得します。 

◆ねらい：業務を「見える化」するために業務フローの作成方法のポイントを習得します。 
 実際に業務フローを作成することで、リスクの発見や業務の改善につなげる意識を高めます。 
  

④業務フロー作成研修 ③業務改善研修 

カリキュラム 

１．業務フローの役割 
（１）業務フローを作成する意味とは 
 【ワーク】業務の流れを図で表現することによるメリットを挙げる 
（２）業務の可視化によるメリット 
 
２．フローチャートのしくみ 
（１）フローチャートを構成する要素  （２）記号とその意味 
（３）流れのパターン           （４）作成上の約束 
 
３．業務フロー作成の進め方 
（１）業務フローを作成する目的を明確にする 
（２）対象業務を洗い出す 
（３）対象業務の業務フローのラフ案を作る 
 【ワーク】業務フローを作成してみる 
 
４．業務フローの検証 
（１）業務フロー検証の視点 
（２）リスクを見つける着眼点 
 【ワーク】自身の業務のリスクを洗い出してみる 
 【参考】リスクの評価～優先順位づけ 
 
５．業務フローと業務改善 
（１）「攻め」の改善と「守り」の改善 
（２）原因究明のベースとする 
（３）改善の余地を見つける着眼点 
 【ワーク】作成した業務フローの改善点を見つける 
 
６．業務フローとマニュアルの連動 
（１）業務マニュアルの弱点 
（２）業務フローとマニュアルを連動させる 
（３）フロー型マニュアルの整備 
（４）業務フローとマニュアルをＰＤＣＡで運用する 
 
７．まとめ 
 【ワーク】研修を踏まえ、職場における業務フローの活用方法を考える 

（３）成果・効果を重視 
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３．テーマ別研修 

カリキュラム 

１．求められるマニュアルとは？ 
 【ワーク】マニュアル化を検討したい業務や、マニュアルを作る目的を考える  
 【ワーク】これまで見たマニュアルで、良かったものやよくなかったものの特徴を書き出す 
 
２．マニュアル作成のねらい 
（１）マニュアル作成のねらい ～なぜマニュアルは必要なのか 
（２）マニュアル作成と業務改善の関係 
（３）良いマニュアルの条件 ～継続して活用できるために 
（４）マニュアルの種類 
 
３．マニュアル作成の手順 
 
４．マニュアル作成の進め方の検討・決定 
（１）マニュアル作成の具体的な目的（効果・狙い）を考える 
（２）媒体の検討・決定  （３）マニュアルの様式・決定 
（４）マニュアルの構成   （５）作業量・スケジュールの検討・決定 （６）その他 
 
５．マニュアル対象業務の洗い出し ～目次の作成 
（１）マニュアル構成の基本型   
（２）マニュアル化する業務 ～自組織・自部署の業務を整理する 
 【参考】マニュアルの体系化 ～アプローチ例 
 【ワーク】自身の業務を分解し体系化する。また、関係者も洗い出す 
 
６．マニュアル作成の実際 
（１）チェックリスト型書式のポイント   
（２）業務仕様型書式（フロー型）のポイント 
（３）リファレンス（ＦＡＱ）型書式のポイント 
 【ワーク】自らの業務を踏まえて、マニュアルを作成する 
 
７．マニュアルの書き方 
（１）マニュアルに望まれる文章構成 （２）求められる記載方法 
（３）文章におけるポイント  （４）最終チェック 
 
８．まとめ 

◆ねらい：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。 

⑤マニュアル作成研修 
 ～改善・合理化を促す業務マニュアルの作り方 

（３）成果・効果を重視 



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。 13 

３．テーマ別研修 

カリキュラム 

１．ハラスメントとは 
 【ワーク】組織内でハラスメントが発覚した際に、どのような影響があるのか 
  ①被害者 ②加害者 ③組織の立場になって考える 
（１）ハラスメントとは      （２）職場の一人ひとりが真剣に向き合うべき問題 
（３）経営にも影響を及ぼす重大な企業リスク（４）ハラスメントは人手不足を加速させる 
（５）SNS普及に伴う影響範囲の拡大   （６）ハラスメントの種類 
（７）ハラスメントがもたらすさまざまな悪影響 
 
２．セクシュアルハラスメントとは 
 【ワーク】セクハラ認識度チェック～どの程度のことが「セクハラ」にあたるかチェックする 
（１）セクシュアルハラスメント（セクハラ）とは     （２）２つのセクハラタイプ 
（３）セクハラの原因  （４）セクハラの判断基準 （５）セクハラグレーゾーン 
 【ワーク】セクハラに該当する可能性のある行為に〇を付ける 
（６）セクハラを防ぐために  （７）セクハラと認定された事例 
 
３．パワーハラスメントとは 
 【ワーク】パワハラ危険度チェック～どの程度のことが「パワハラ」にあたるのかチェックする 
（１）パワーハラスメントとは（２）６つのパワハラタイプ（３）パワハラの原因 
（４）パワハラの段階別行動  （５）パワハラグレーゾーン 
 【ワーク】パワハラに該当する可能性のある行為に〇を付ける 
（６）パワハラか正当な指導か （７）自身がパワハラを起こさないために 
（８）パワハラと認定された事例 
 
４．ダイバーシティ時代のハラスメント防止 
（１）「多様な人が共に働く時代」のハラスメント防止 （２）マタハラ （３）パタハラ   
（４）ケアハラ  （５）LGBTに対するセクハラ  （６）障がい者に対する差別 
 
５．ハラスメントを見かけたら ～悪化させないために 
（１）ハラスメントを見かけた時に絶対にしてはいけないこと 
（２）被害者に寄り添うためにできること 
（３）社内の相談窓口を把握する 
 【ワーク】ハラスメントを見かけたら自分ならどのように対応するか、ケースをもとに考える 
 
６．まとめ 
 【ワーク】明日から取り組むことを考え、発表する 

◆ねらい：ハラスメントは一人ひとりが真剣に向き合うべき課題です。本研修では、ハラスメン
トに関する基礎知識を全般的に習得します。セクハラ・パワハラの判断基準や実際に起きた
事例から、防止するためのポイントを学びます。 

◆ねらい：本研修では管理職のみなさまに、部下のエンゲージメント向上の３つのポイントと具体的な
方法を学びます。働きがいのある職場をつくり、チームの活性化を目指します。 

※従業員エンゲージメント：働く人が幸せで、会社に愛着を持ち、成果をあげて組織に貢献しようとする”自発的な意欲” 

②【管理職向け】従業員エンゲージメント向上研修 
  ～働きがいのある職場づくりでチームの活性化をはかる 

①ハラスメント防止研修 ～基礎知識を習得する 

カリキュラム 

１．従業員エンゲージメント（ＥＥ）とは 
（１）従業員エンゲージメントとは 
 「①働く人が幸せで②会社に愛着を持ち③成果をあげて自社で働き続けたいと思うこと」 
（２）働く人が幸せな状態とは ～地位財と非地位財から考える 
（３）従業員エンゲージメントが注目される背景 
（４）従業員エンゲージメントの構成要素 
 ①風通し： 信頼関係から生まれる安心感 
 ②見通し： 前向きなキャリア（人生）の想定ができるか 
 ③一体感： 個の成長と組織の発展が連動している実感 
 （５）従業員エンゲージメント向上のメリット ～楽しみ、成果を生む組織をつくる 
 【ワーク】過去「会社から大切にされている」と感じたエピソード、何がポイントだったか考える 
 
２．風通し ～信頼関係から生まれる安心感 
（１）風通しのよい組織とは ～半径５ｍ以内の人間関係をいかに充実させるか 
（２）風通しのよい組織を実現する３つのポイント ①あいさつ  ②自己開示 ③対話  
（３）管理職に求められるのは、多様化する部下のインクルージョン 
（４）無意識の思い込み(バイアス)に気づくことがスタート 
【ワーク】世の中の価値観・常識の変化を考えバイアスを見つける 
 
３．見通し ～前向きなキャリア（人生）の想定ができるか 
（１）見通しのよい組織とは 
 ①将来の会社の姿、自分の姿が前向きに描ける ②キャリア開発とライフの両立が可能 
 ③何をしたらほめられるか（評価されるか）がわかる 
 【ワーク】①～③について、自社・自部署の状況を評価する 
（２）管理職は、部下の視界を良好にして仕事に集中させること 
（３）１対１面談のすすめ ～部下の見通しをよくするために準備する 
 
４．一体感 ～個の成長と組織の発展が連動している実感 
（１）一体感のある組織とは ①誇れる仕事である ②成果を出せる環境がある 
（２）管理職に求められるのは、一体感を醸成するための部下支援 
 【ワーク】部下が一体感を感じられる仕事の任せ方をステップに沿って考える 
（３）支援型リーダーのすすめ 
 
５．まとめ 
 【ワーク】「風通し」「見通し」「一体感」の観点から、自部署で何を行うか具体的に書き出す 

（４）社員のメンタルヘルスの維持・改善 
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３．テーマ別研修 

カリキュラム 

１．チームワークがよい状態とは 
 【ワーク】みなさんがイメージするチームワークがよい状態を言葉にしてみましょう。 
（１）チームワークの原則は、「信頼」「責任」「疾走」「勝利」 
（２）チームワークによる勝利はビジネスの醍醐味 
（３）自ら働きがいのあるチームに変える ～エンゲージメント向上に向けて 
 
２．勇気をもって自分を開示し「信頼」を引き寄せる 
（１）信頼をはかる心理的安全性 
 【ワーク】メンバーとの関係の質を５段階で評価する 
（２）信頼の土台となる日常コミュニケーション （３）自己開示で高める結束力 
（４）意見発信・受信の心得 
 
３．自らリーダーになり「責任」をもってチームを支える 
（１）使命感で高まる働きがい 
 【ワーク】チームにおける自分の使命は何か、上司・メンバーの視点で考える 
（２）チームに不可欠な存在となる 
 【ワーク】自分の経験・知識・強みを整理し、チーム内で誰にも負けないことを選ぶ 
（３）リーダーになる最初の一歩 ～宣言して、夢を共有する仲間をつくる 
 
４．共通目標を持ち達成に向けて「疾走」する 
（１）ビジョン・価値観を共有したチームは速くて強い 
（２）共通目標をもち、チームワークを高める 
（３）スピードと集中で高める疾走感 
【ワーク】目標達成に向けて、いつまでに何を達成すべきか考える 
 
５．チーム全員で「勝利」を目指す 
（１）目指す勝利は何か 
 【ワーク】明日、１週間後、１カ月後、１年後で目指す勝利を考える 
（２）勝利を喜び味わう表現力 ①語彙 ②表情 ③タイミング ④拡散 
 【ワーク】洗い出した「いいこと」から最も嬉しい勝利を選び、表現の練習をする 
（３）勝利のイメージをチームに植え付ける 
 【ケーススタディ】失敗して落ち込む後輩にかける言葉を考える 
 
６．まとめ 
【ワーク】本研修の内容を踏まえ、明日から取り組むことを発表する 

◆ねらい：チームワークは、働きがいやエンゲージメントを高めるうえで欠かせない要素です。本
研修は、「信頼」「責任」「疾走」「勝利」をキーワードにチームへの関わり方を学びます。仕事
における充実感と達成感を、受け身に待つのでなく、主体的に高めるスキルを習得します。 

◆ねらい：レジリエンス（resilience）とは「精神的回復力」のことを指します。レジリエンスを身につ
けることで、ストレスと上手に付き合い、困難を乗り越え成長することができるようになります。 

④レジリエンス研修 
  ～しなやかにストレスと向き合い、回復力を身につける 

③チームワーク入門研修 
  ～信頼・責任・疾走・勝利で高めるエンゲージメント 

カリキュラム 

１．レジリエンスとは 
 【ワーク】自分が受けた苦しい体験を振り返り、乗り越えた方法とその時に得たこと 
（成長した点）を書き出す 
（１）レジリエンスとは ～「精神的回復力」 
（２）レジリエンスを鍛える目的  ①心の健康を保つ ②ストレスを自分の成長につなげる 
（３）レジリエンスを向上させるためのポイント 
 ①感情コントロール  ②自尊感情   ③自己効力感④良好な人間関係  
 
２．捉え方を変え、気持ちを切り替える ～感情コントロール 
（１）「切り替え力」を身につけ、感情をコントロールする 
（２）ＡＢＣ理論を活用し、切り替える 
（３）自分の思考の傾向を洗い出す 
 【ワーク】ABC理論を活用し、気持ちを切り替えるトレーニングをする 
     
３．自信を持ち、強みを活かす ～自尊感情 
（１）自尊感情とは ～「自分には価値がある」と感じること 
（２）自尊感情は自分で育てる  （３）自分の強みを知り、自尊感情を高める 
 【ワーク】自分の強みをできるだけ多く挙げる 
（４）自分の弱みを知る 【ワーク】自分の弱みを挙げ、それをポジティブな表現に言い換える 
 
４．自分の成長を感じ、成長チャンスを増やす ～自己効力感 
（１）自己効力感とは ～「私はできる」という自信を持つ 
（２）自己効力感は成長チャンスを増やす  （３）自分の成長を感じる 
 【ワーク】自分の成功体験を振り返り、そこで身についた知識やスキルを書き出す 
（４）身近な人の成功体験を観察する ～モデリング 
 【ワーク】身近な人で「自分が真似したい」と思う人を挙げ、どこを真似したいのか考える 
 
５．心の支えを作る ～良好な人間関係 
（１）良好な人間関係が心の支えとなる（２）心理的安全性の高い職場とは 
（３）自己開示をする （４）情報を自ら発信する （５）相手の話を傾聴する 
（６）メンバー同士でほめ合う 
【ワーク】職場のメンバーのほめたいところを２０個挙げる 
【参考】マインドフルネスで心の疲れを解消する 
 
６．まとめ 

（４）社員のメンタルヘルスの維持・改善 
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カリキュラム 

１．ポストコロナ時代を考える 
（１）働き方を変える必要性が高まった ～コロナが発生する前と後の働き方 
（２）危機的状況だと自覚する ～成果を出さねば仕事がなくなる 
（３）リーダー（管理監督者）の心構え 
 ①仕事の幅を広げる ②仕事の範囲は限定しない ③まずは自身のすべきことを洗い出す 
 ④コスト意識を持つ ⑤いい意味でゲーム感覚を持つ 
 
２．リモートマネジメントの必要性 ～在宅勤務者へのケア 
 【ワーク】在宅勤務（リモートワーク）従事者の立場で、不安や課題を考える 
 ①本人の不安・課題 ②周囲のメンバーの不安・課題 ③組織にとっての不安・課題 
（１）リモートマネジメントの要素 
 ①仕事のゴール・成果の見える化 ②スケジュールの見える化 ③チームワーク ④KPI 
 
３．リモートマネジメントのポイント① ～仕事のゴール・成果の見える化（目標管理） 
（１）組織から個人に期待する「成果」を見える化する 
 ①「やみくもに、なんとなく働く」からの脱却  ②成果は何かを明確にする 
（２）成果を明確にするためのＱＣＤＲＳ 
 ～成果物の品質・かけるコスト・納期・リスク・サービスを明確にし、認識をすり合わせる 
 【ワーク】自分の仕事を、組織から求められるＱＣＤＲＳで整理する 
 
４．リモートマネジメントのポイント② ～スケジュールの見える化 
（１）互いに見えないからこそ共有すべきスケジュール 
（２）スケジュールを管理するための６Ｗ１Ｈ  
  ～誰が、何を、いつまでに、どこで、何のために、どうやって仕事をするのか 
（３）「３０マス計画表」を用いる ～仕事も家事も３０分単位で予定を立てる 
（４）職場のメンバーと共有する 【ワーク】30マス計画表の作成 
 
５．リモートマネジメントのポイント③ ～チームワーク 
（１）円滑なコミュニケーションなコツ ～ホウ・レン・ソウを工夫する 
（２）有効なコミュニケーションの手段 ～電話、メール、日報、チャットなど 
 ■管理スパンは短く！～基本は新人は90分、中堅は2～3時間おき 
 【ワーク】自分の部署における、円滑なホウ・レン・ソウのルール（タイミングと方法）を考える 
（３）前日指示の徹底   （４）適切なKPIの設定  【ワーク】部下ＫＰＩを設定する 
 
６．リモートマネジメントのポイント④～ＫＰＴ 
（１）KPIを徹底的に～数値で明確化する 
（２）仕事の依頼する量～少し多いかな？くらいがちょうどいい 【ワーク】PDCAで改善すべきこと 
 
７．まとめ 

◆ねらい：在宅勤務者をリモートでマネジメントする、リーダー向けの研修です。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で、いかに効果的
にマネジメントするか、そのヒントをつかみます。 

◆ねらい：在宅勤務等により上司は部下を評価する際にこれまで以上に「成果」を重視せざるを得
なくなります。「成果」を意識した働き方とその見せ方について学び、在宅勤務でもハイパフォーマー
として認めてもらえるようになるためのスキルを習得していただきます。 

②在宅勤務に求められる「成果」の出し方・見せ方研修 ①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 

カリキュラム 

１．在宅勤務によって変わったことは何か 
 【ワーク】在宅勤務を経験して、上司や先輩との関係において何か違いを感じるところはありますか。 
（１）評価の比重・対象がプロセスから結果に 
（２）能動的な報告が求められる～「サボってないかと？」と疑われていることが大前提 
（３）目指すべきは“自律的に仕事で成果が出せる人” 
 
２．成果を出す鍵は、高い目標設定 
（１）成果と目標は表裏一体   （２）目標値は上司の期待の１．２倍に設定する 
（３）目標設定に必要な５つの視点 ～スマートの法則 
（４）得意なことに、より高い目線で目的をもって、情熱を注ぐ 
 【ワーク】自身の目標を、自部署の役割を踏まえて設定をする 
 
３．成果の上がる「行動」の管理 ～すべて数字で考える 
（１）行動管理のカギはKPI設定 
（２）目標から必要な行動量を割り出す（所要時間、打率、工数等） 
（３）必要な行動量をスケジュールに落とし込む 
（４）質で成果がはかられる仕事の数値化 
 例：研究職、クリエイターなど  論文数、企画書数など数値化できるサブ目標を設定する 
 【ワーク①】自分の仕事の中で数値目標を設定する。 
 【ワーク②】自分の仕事の中で数値化できない仕事の目標を立て、サブ目標で数値化する 
 
４．成果の上がる「時間」の管理 ～時間あたりの生産性を高める 
（１）昨日までの３日間を振り返り、分析する 
 【ワーク①】昨日までの３日間のタイムスケジュールを書き出す 
 【ワーク②】３日間の時間の使い方から、カテゴリごとに費やした時間を計算する 
（カテゴリ：事務、電話連絡、提案書作成等） 
（２）時間を有効に活用するために 
 ①グループウェア上の自身のスケジュールを細かく記す 
 ②スケジューリングのコツは「集中タイム」と「飽きない工夫」  
 ③「相手」がある業務 ア.合わせなければならない場合 イ.自分で決めれる場合 
（３）ステークホルダーの「時間」を知る 【ワーク】30マス計画表を作成する 
 
５．成果の見せ方～正当にアピールをする  
（１）成果は目標・予定と比べて定量的に伝える 
（２）自分の活動が組織の方針と合っているかの確認～今自分が戦っている場所は正しいか？ 
 【ロールプレイング】本日の就業報告を上司に報告する 
 ①本日の仕事のスケジュールと②進捗と成果③所感 
 
６．まとめ  

３．テーマ別研修 
新作 新作 

（５）不慣れなテレワークを乗り切る 
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カリキュラム 

１．在宅勤務やリモートワークに潜む危険 
（１）脅威とは 
 【ワーク】在宅勤務やリモートワークで心配なこと 
（２）プライベートとの線引きが曖昧になることで発生する情報漏洩 
（３）オフィスの外からのパソコン作業による盗聴被害 
（４）パソコンの管理不足によるランサムウェア被害 
（５）リモートの情報共有から生じる情報漏洩 
（６）自宅内の不注意によるパソコンの故障に伴う業務中断 
 
２．情報セキュリティ概論 
（１）世の中の動向 
（２）セキュリティ事故による被害 
（３）身の回りのセキュリティ対策技術 
   （SSL、Wi-Fi、VPN、BitLocker、SSO） 
 
３．在宅勤務やリモートワークにおける情報セキュリティ対策 
（１）情報資産とは 
 【ワーク】在宅勤務やリモートワークで必要なデータを挙げて、優先順位をつける 
（２）情報セキュリティ対策の具体例 
 ・プライベートと仕事を分ける 
 ・PCやブラウザの設定 
 ・のぞき見、盗み聞き対策 
 ・SNSの取り扱い 
 ・勤務場所の意識（Wi-Fiの利用、作業場所） 
 ・責任を持ったPC管理（ソフトウェアの最新化、クリアデスクトップ） 
 ・ファイル共有における注意（メール添付、クラウドストレージサービス） 
 ・ウェブMTGクラウドサービス利用における注意（情報が集約されている） 
 
４．身近に潜むリスク 
（１）在宅ワークにおけるヒヤリハット事例 
（２）今日から行う情報セキュリティ対策 
 【ワーク】明日から取り組みたいこと、注意したいことを考える 

◆ねらい：急遽在宅勤務となり、どのようなセキュリティ対策を取ればよいかわからない、自身
で取り組んでいるセキュリティ対策に心配を感じている方に向けた研修です。在宅勤務やリ
モートワークで起こりやすい脅威を理解し、すぐに実践できる対策を具体的に学びます。 

③（半日研修）在宅勤務・リモートワークのための 
  情報セキュリティ対策研修 

３．テーマ別研修 （５）不慣れなテレワークを乗り切る 
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オンライン研修について 

オンライン公開講座という選択肢も 

目的やテーマ、受講者人数によってはオンライン公開講座のご利用もおすすめです。 
インソースでは5月～6月に約900回のオンライン公開講座を設定しています。 
 
▽オンライン公開講座について詳しくはこちら 
https://www.insource.co.jp/bup/online-seminar.html 
 
▽ブログ「オンライン研修速報」～オンライン研修に関する鮮度の高い情報をお届け 
https://www.insource.co.jp/contents/online-breaking-news-index.html 
 

インターネット 
回線 

インソース 貴社 

弊社セミナールーム or 貴社手配会議室 ご自身の座席やご自宅で 

拠点ごとに集まって 

or 

 お客様のご都合に合わせて、集合研修⇔オンライン研修への切り替えも可能です 

 ▼当社のオンライン研修 
従来のオンラインセミナーやｅラーニングのような一方通行での受講スタイルではなく、Ｗｅｂ会議システムを使用し双方向や 

受講者相互のコミュニケーションが取れる受講スタイルの研修 
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