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【ご提案】 

新人フォロー研修２０２０ 
～アフターコロナ時代ならではの新人育成 

株式会社インソース  
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１．2020年新人の傾向 

コロナ禍の最中に入社した新人に対して行った新人研修においては、以下のような傾向が見られました。 
 

■２０２０年度新入社員の傾向  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに、今年度はコロナの影響により、多くの組織で対面からオンラインへ切り替えての実施が行われました。弊社にも多くの人事担当者の
方々から「この状況下においてもできること」についてご相談をいただき、オンラインへ切り替えて実施する対策が取られました。 
 
■インソースの2020年４月の新入社員研修の実施実績 
 

   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 

 
 
 

 
 
 
 

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。 

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。 

良い点▶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。 

課題点▶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。 

＜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」 

（講師派遣型研修のみ、集計期間：2020年4月1日～30日） 
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２．2020年ならではの新入社員を取り巻く課題・傾向と対応策 

今年度の新人フォロー研修を検討するにあたって、コロナの影響が長引いたこともあり、下記の課題・傾向は見逃せなくなってきました。 
そのため、下記の解消につながるテーマ・内容構成・形式を検討する必要があります。 

カテゴリ 事例 

意識 通勤がなく、生活リズムが学生のまま。新聞を読む習慣がない。（前記①学生気分が抜けない） 

スキル 知識付与型中心での教育。実践に繋がらない（前記②敬語に自信がない） 

行動 コミュニケーション不足、対応の仕方が分からない（前記③分からないことが質問できない） 

 
  

 
  
 

 
  
 

 
  

 

①入社してすぐに在宅勤務 ②知識習得がメインの新人研修 

③コミュニケーション不足 ④現場環境への適応の不安 

・入社式の中止 
・同期と顔を合わせる機会がない 
・数度しかまだ出社していない 

・コミュニケーション不足により志向が内向きに 
・モチベーションの低下 

・社内規程・商品知識など、 
  一方的な講義になってしまいがち 
・実践が伴わず現場配属への不安が積もる 

・非対面での指導 
・上司・先輩と初対面 
・配属の遅れ 

帰属意識の低下 
同期とのつながりが不足 

教育不足のまま配属 

メンタル不調への心配 
離職への心配 

仕事・人間関係に対する不安 

対面での研修、もしくはオンライン研修における
グループワークによって、同期とのつながりを再
確認  

・習得した知識の復習、実践によりスキルの
定着につながる研修内容 
・アセスメントによるビジネススキルの理解度・
習得度のチェック 

現場で必要なコミュニケーション研修 
 ・ホウレンソウ 
 ・仕事の進め方 
 ・指導の受け方 
 ・新人としての振る舞い方等 

・メンタルケアに関する研修内容 
・チームワークの醸成  
・ＯＪＴ担当者やメンターによるフォロー 
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３．コロナ禍の影響を受けた新人へ最適な研修を提供するための事前課題 

コロナ禍の中に社会人となった今年の新人は、例年と異なり、お困り事が多様化、個別化している可能性があります。 
そこで、事前課題（事前アンケート）を実施し、受講対象者が何にお困りかを把握した上で、内容を設計、調整させていただきます。 

１．係長に求められる役割・業務はどんなことだと考えますか？重要だと思う順に３
つご記入下さい。

２．係長としてマネジメントをするにあたって、不安なこと、自信がないと思っているこ
とは何ですか？

・組織の方針の理解し、職務の円滑な職務遂行。
・自らより下の立場の者への助言。
・同僚や関係部局の者たちの意見や立場の理解・尊重

自分は、他者との折衝等が苦手であり、他人を指導・監督するような器ではないの
で、全てに自信がありません。

・係の仕事を円滑に進める。係・各担当の進捗状況の確認、各担当で過重負担に
なっていないか、役割分担が適切かを気にする。
・各担当の仕事の内容をチェック。部下からの相談については、解決に導いていく。
・係として、現在の仕事をさらに高める、効率できることなどを検討
・突発的なことについてはすぐに対応するようにしておく。
・上司からの指示、他の係と調整すべきことについて係長が調整をし、係としてやる
べきことを整理する。

・部下とのコミュニケーションがうまくとれるか。
・どちらかというと、おせっかいなので口を出しすぎるのではないか。（自分は上から
ごちゃごちゃ言われるのが嫌い）
・逆にそれを気にしすぎて、言うべきことも言えなくなるのでは。→つまり、声をかけ
るタイミングが適切かどうか。
・きちんとやろうとしすぎて、細かいことにも口を出しすぎるきらいがある。自分の基
準まで上げようとしすぎる。
・みんなに迷惑をかけないようにと自分でやりすぎるのではないか。
・無理難題を押し付けるかもしれない。

１．実際の業務の担当者として実績を上げる。
２．係あるいはグループ内における、業務の調整および配分を通じてグループとして
の成果をあげる。
3.グループ内の部下の指導。

現在、私自身は、主任研究員として、部下のないプレーヤとして働いており、部下の
指導育成を担うような立場にない。また、科内での業務の調整を行っているわけで
もない。このため、マネージャーとしての役割を担っていないので、実際に係長とし
て要求されるマネジメントの能力をトレーニングする機会がない。このことは、他の
職場に異動した際に問題になるだろうと不安に感じている。

＜設問例＞ 
①在宅勤務を終えて、今困っていること、不安に思っていることは何か？ 
②今、どの様に対処しているのか？（工夫していること、心掛けていることなど） 

部署 氏名

1.

2 .

質問は以上です。お忙しい中ご協力いただきまことにありがとうございました。

YYMMDDチームリーダー研修事前課題(住友化学株式会社様)

色の付いたセルにご記入下さい。
※セルの結合を解除せずにお願いします。セル内の改行は「Alt+Enter」です。

■この事前課題の内容は、氏名及び部署を伏せた状態で、一覧にして当日配付いたします■

部下（後輩）と接する上で、難しいと思うことや悩んでいることなどをお書きください。
（100字程度）

部下（後輩）と接する上で、工夫していることをお書きください。（100字程度）

0文字数カウント

文字数カウント 0

•自身の問題意識・課題が「可視化」され、研修前に整理される 

•多様な立場にある同僚の悩みを知り、組織全体の課題を認識する 

•講師のフィードバックが個別に得られる。 

•同じ社内の方々の工夫を共有することで、明日からすぐに役立つスキルを持ち帰っていた

だく 

受講者のメリット 

•受講者の問題意識・課題（何に困っているのか、何を学びたいのか）が事前に分かり、

研修本番でフォーカスすべき点が分かる 

•多実態に沿ったカスタマイズの材料として活用できる 

•受講者が知りたいこと（質問、疑問）に対して、ダイレクトに回答・アドバイスができる。

（講師が予習できる） 

貴社・講師のメリット 

■フォーマット例 

■集計例 
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４．課題解決につなげる今年ならではの研修一覧 

研修名 

１ アフターコロナ時代の新人フォロー研修２０２０ ～社会人としての自覚と求められる考え方・行動を再認識する 

２ アフターコロナ時代の新人フォロー研修２０２０ ～相手にどう見られているのか考え、自分の意見を伝える 

３ テレワークにおける仕事の進め方研修 ～孤独に打ち勝つタスク管理術 

４ ビジネスマナー実践研修２０２０ ～オンライン研修で学んだマナーを実践的に反復し習慣化する 

５ 会社の数字研修 ～経済縮小の中、会社の数字を理解し、新聞で情報収集する習慣を身につける 

６ 仕事の進め方研修 ～チームワークとコミュニケーション 

７ レジリエンス研修 ～失敗をチャンスに変え、成長につなげる方法を学ぶ 

８ レジリエンス研修 ～業務内で起こる様々な不安を解消する方法を学ぶ 

９ メンティ研修 ～コロナ禍の影響を受けて相談力と学び力を高めメンターとよい関係を築く 

◆新入社員向け 

研修名 

１ 【管理職向け】コロナ時代のリモートマネジメント研修 

２ ＯＪＴ指導者研修２０２０ ～新人・後輩指導の基本スキル習得編 

３ メンター研修 ～コロナ禍の中に入社した新人のメンターとして役割や心構えを知る 

４ メンター・OJT担当のためのレジリエンス研修２０２０ ～自分が担当する新入社員のレジリエンスを高める方法を学ぶ 

◆指導者・メンター向け 

コロナ禍の影響を受けた今年ならではの研修をご紹介します。 いずれも事前課題（事前アンケート）とワークの実施を想定しています。 
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新入社員向け 

◆ねらい：コロナ禍の最中に入社した今年の新人がオンライン研修で学んだことやこれまでの業務を踏ま
えて、社会人となり組織の一員となったことを再認識し、考え方や行動、振る舞い方を改めて見直し、
新入社員の心得や常識、新人が仕事に臨む姿勢、現場で求められる行動を学びます。 

①アフターコロナ時代の新人フォロー研修２０２０ 
  ～社会人としての自覚と求められる考え方・行動を再認識する 

カリキュラム 

１． 会社と仕事を知り、ビジネスマインドを獲得する 
（１）会社とは（２）利益の重要性（３）利益は何から生まれるのか 
（４）会社における仕事とは何か（５）新入社員の給与の対価とは 
 【ワーク】新入社員の給与は何に対して支払われているかを考える 
（６）ビジネスマインドを獲得し、新人１年目を軌道に乗せる 
 
２．新入社員はどのように見られているか 
（１）新人の傾向（良い点、課題点）（２）仕事は評価されるもの 
 
３．新入社員の仕事に取り組む姿勢とは 
（１）【ケーススタディ】仕事とプライベートの両立を目指す新入社員 
（２）社会・組織・チームのルールを守る 
 ①全て明文化されているとは限らない ②ビジネスの基本はチームワーク 
 【ワーク】明文化されていないが皆が守っているルールを考える 
（３）「謙虚」と「感謝」を表現する （４）雑用の重要性 
 【ワーク】新人が担当する雑用をもとに、やらなかったらどうなるか考える 
（５）自ら学びにいく姿勢を持つ 
 
４．集中して仕事に臨める環境づくり 
（１）【ケーススタディ】会社で使用する文房具を検討する新入社員 
（２）会社の資産として物品扱う （３）整理整頓で探す時間をなくす 
（４）事前準備で時間を効率的に使う 
 【ワーク】出社後すぐに行うことのチェックと、準備チェックリストを作成する 
 
５．知らないと恥ずかしい社内コミュニケーション 
（１）【ケーススタディ】知らない先輩から話しかけられ戸惑う新入社員 
（２）まずは名前を覚える      （３）あいさつで印象は左右される 
（４）あいさつに時間は無関係   （５）レスポンスの重要性と確認 
 【ワーク①】部内懇親会の案内に対する返信メールを添削する 
 【ワーク②】顧客からの日程変更依頼に対する返信メールを作成する 
 
６．自分でできることを増やす、勉強・自己研鑽の仕方 
（１）【ケーススタディ】ゆっくり着実に成長したい新入社員（２）まずは調べる 
（３）メモの取り方（４）勉強をする（５）自己啓発・自己研鑽の重要性 

◆ねらい：新人研修での基本から前進し、「ビジネスにおける答えは上司や先輩、お客さまが持っている」とい
う前提のもと、他者視点にこだわった戦略的コミュニケーションのスキルを身につけていただく研修です。 

 新人としての役割や立場を認識し、相手にどう見られているのか考えたうえで、自分の意見を伝えられるよう
になることを目指します。 

②アフターコロナ時代の新人フォロー研修２０２０ 
  ～相手にどう見られているのか考え、自分の意見を伝える 

５．カリキュラム（案） 

カリキュラム 

１．ビジネスにおける社会人におけるコミュニケ―ションとは 
 【ワーク】コロナ禍の最中コミュニケーションを取る上で難しいと思ったことは何か考える 
（１）学生と社会人の違い （２）新社会人として、自分の立ち位置を確認する 
 
２．新人のためのアドバンスコミュニケーション 
（１）自分で考え一歩先に進む（２）自身の成長に直結する（３）世代・社会の常識 
 【ワーク】他年代の人に伝わらない可能性がある自分の言葉を書き出す 
（５）他者視点の獲得と徹底 
 【ワーク】上司の指示で、業務を進めるのに確認することを洗い出す 
 【ワーク】会議の参加者を思い浮かべ、参加者が喜ぶ資料とは何か考える 
（６）正解を導く５つのシンキング 
 【ワーク】ケースを読んで、５つのシンキングを踏まえた自分の考えをまとめる 
（７）上司・先輩とのコミュニケーション ～ポイントは「安心」 
 【ワーク】自分に仕事を任せる上司・先輩は、自分に対しどのように考えているか書き出す 
（８）お客さま・社外の方とのコミュニケーション ～ポイントは「信頼」 
 【ワーク】急な来訪者（大口取引先）の対応を考える 
 
３．コミュニケーションの基本 ～「きく」「話す」 
（１）「聴く」スキル  （２）相手が話しやすい「聴き方」  
（３）「訊く」スキルとは（４）「訊き方」の種類 （５）話す上で重視すべきこと 
 
４．自分のことを効果的に伝える 
（１）自己紹介は他者視点で行う ～戦略的な自己開示 
 【ワーク】会社の新入社員の自己紹介に、どのような目的があるのか考える 
（２）実践！自己紹介ロールプレイ 
 【ワーク①】自己紹介文を作成する 【ワーク②】自己紹介ロールプレイ 
 
５．他の人が言っていることを論理的に分析する 
（１）多くの情報を有効活用する（２）情報から考慮点を洗い出す 
 【ケーススタディ】歓送迎会の幹事でお店を決めるうえでの考慮店を考える 
 
６．会議の場で伝える 
（１）設営は整然に（２）参加の仕方（３）新人として意見を言う 
 【ワーク】会議で意見を求められた際の伝え方を考える 
 【ワーク】グループで、意見を伝えるロールプレイを行い、感想を共有する 
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◆ねらい：コロナ禍の影響でテレワークに移行する中、特に新人はテレワークにおける仕事の進め方に不安を
感じています。同時に、テレワークでは決められた時間内で成果を出すことが求められ、効率的な仕事の進
め方はより重要になっています。本研修では、タイムマネジメント、タスク管理、コミュニケーションの取り方の
視点から、「自律」して「主体的」に働くためのスキルを獲得いただきます。 

③テレワークにおける仕事の進め方研修 
  ～孤独に打ち勝つタスク管理術 

カリキュラム 

１．テレワークにおける働き方を考える 
 【ワーク】テレワークで働く中で①難しいと思う・不安に感じること②工夫していることを共有 
（１）コロナ禍を振り返る ～あらゆる人が制約下に置かれた２０２０春 
（２）アフターコロナ以降の働き方の変化を捉える（３）テレワークにおいて期待されること 
 【ワーク】テレワークにおいて、①上司・先輩②後輩はあなたに何を求めていると思いますか。 
（４）テレワークにおいて求められる要素 ～「自律」と「主体性」 
 
２．タイムマネジメントの原則 
（１）時間そのものは現実には管理できない  （２）管理できるのは、仕事や行動 
（３）時間を管理するとは考え方や行動を変えること（４）計画のグレシャムの法則を意識            
（５）自分ひとりの仕事も予定化 【ワーク】前日の業務スケジュールを書き出す 
 
３．仕事に着手する前に  ～ＱＣＤＲを明確にする 
（１）テレワークで注視されるのは「時間あたりの成果」 
（２）仕事の目的を明確にする （３）仕事のゴール（ＱＣＤＲ）を明確にする 
 【ワーク】 想定されるリスクと発生させない工夫を考える 
 
４．優先順位を明確にする ～仕事の計画を立てる 
（１）テレワークで求められるのは「自律」 
（２）優先順位を付けることが仕事の成果を上げる 
（３）優先順位の付け方 ～ ①比較 
 【ワーク】 「緊急度」と「重要度」で整理する 
（４）優先順位の付け方 ～ ②自分の仕事かどうかを考える 
（５）突発的な仕事を考える （６）突発的な仕事に対応する 
 
５．テレワークにおける社内コミュニケーション ～報告・連絡・相談 
 【ワーク】上司等はテレワークをしているあなたから何を報告・連絡・相談して欲しいか考える 
（１）テレワークで期待されるのは「主体性」（２）ホウ・レン・ソウのポイント 
（３）コミュニケーションの手段を選択する ①電話 ②メール ③日報 ④チャット 
（４）９０分で一区切りをつける 
 【参考】テレワーク中に業務トラブルが起きたら 
（１）トラブル発生時の対処法    （２）メイン処理のトラブルとイレギュラー処理のトラブル 
 
６．テレワークにおけるセルフコントロール ～新しい働き方を軌道に乗せる 
（１）集中できる環境づくり  （２）休憩の取り方  （３）相談する習慣をつくる 

新入社員向け 

◆ねらい：コロナ禍の最中に入社した新人がオンライン研修で学んだことやこれまでの業務を踏まえて、社
会人となり組織の一員となったことを再認識し、考え方や行動、振る舞い方を改めて見直し、新入社
員の心得や常識、新人が仕事に臨む姿勢、現場で求められる行動を学びます。 

④ビジネスマナー実践研修２０２０ 
  ～オンライン研修で学んだマナーを実践的に反復し習慣化する 

カリキュラム 

１．ビジネスマナー振り返り 
 【ワーク】入社から現在を振り返ってどのような場面でマナーを実践したか 
 【ワーク】在宅勤務が解除し、会社へ出社して、マナーを実践することになり、 
 困っていること、不安に思っていることは何か 
 
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。 
 敬語や言葉遣いなど、定着化していない、忘れかけている部分を再確認し、知識を補強 
 
３．振り返りロールプレイング①～あいさつ、お辞儀 
 【ケース①】職場での出勤時、退勤時のあいさつ 
 【ケース②】先輩とともにお客さま先に訪問 
 ※あいさつの振り返り、発声練習 
 ※お辞儀の振り返り、ブラッシュアップ 
 
４．振り返りロールプレイング②～話の「きき方」 
 【ケース①】相手が心地よく話せるきき方（傾聴） 
 【ケース②】先輩の指示のわからない部分をきく（質問） 
 ※傾聴・質問のポイント 
 
５．振り返りロールプレイング③～電話応対 
 【ケース①】係長不在時のアポイントの電話をとりつぐ 
 【ケース②】アポイント変更の電話を代理で行う 
 ※電話応対フローの再確認 
 ～電話の受け方・取次ぎ方、電話のかけ方 
 
６．ビジネスマナー③ ～来客応対・訪問時のマナー 
 【ケース①】お客様先に訪問してご挨拶をする 
 【ケース②】自社にいらっしゃったお客様をお迎えする 
 ※動作の再確認 
 ～席次、名刺交換、訪問の基本マナー、お迎え・ご案内の仕方 
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◆ねらい：コロナ禍の影響で経済が縮小する中、利益を出す大切さや自分にかかるコストを知ることで、定
量的に捉え考えるクセを身につけます。社会人としての数値感覚を早いうちから身につけ、社会人としての
成長を目指します。また実際に新聞を読んで議論しあうワークを実施し、仕事で話題になる最新の経済に
関する動向をいち早くキャッチできるよう、経済新聞を読むうえで押さえておくべきポイントも学びます。 

⑤会社の数字研修  ～経済縮小の中、会社の数字を理解し、 
  新聞で情報収集する習慣を身につける 

カリキュラム 

１． 会社の数字を考える 
（１）利益の大切さを知ろう（２）利益は何から生まれるのか 
（３）会社の業務はすべて、数字（定量化）で考える 
 
２．「売上」・「費用（コスト）」・「利益」について考える 
（１）売上・費用（コスト）・利益の構造 
 【ワーク】売上・費用・利益の計算 
（２）売上とは何か？（３）費用（コスト）とは何か？ 
（４）利益とは何か？（５）売上・費用・利益を会計的に捉える 
 
３．目に見えないコストを考えよう 
 【ワーク】目に見えないコストについて考える 
 
４．経済を知る  
 【ワーク】直近１年間の日本経済の主なできごとについて考える  
（１）日本の経済成長推移を振り返る  （２）世界経済・日本経済の情勢について 
（３）覚えておいて欲しい各種指標    （４）景気について 
（５）業界動向・企業指標について     
 
５．数字を見る視点 
（１）視点を養うことの重要性（２）時系列で見る（３）比較する 
 
６．新聞を読む重要性 
（１）新聞の良さとは 
 【ワーク】なぜ社会人は日本経済新聞を読むことが求められるかを考える 
（２）新聞を読まなければならない理由 
 
７．日本経済新聞の構成と読み方のテクニック 
（１）曜日特性を知る（２）基本的な用語を押さえる 
（３）読み方のテクニック（４）新聞の有効活用 ～切抜き 
 
８．実際に日本経済新聞を読んでみる 
 【ワーク】実際に日本経済新聞を読み、それに関する設問に回答する 
 【ワーク】気になる記事を理由とともに説明してみる 
 【ワーク】その記事を業務にどう生かせそうか考える 

新入社員向け 

◆ねらい：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びます。これはコロナ禍の影響下でも変わら
ないことです。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、時間管理等、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します。 

⑥仕事の進め方研修 
  ～チームワークとコミュニケーション 

カリキュラム 

１．なぜコミュニケーションが重要なのか考える 
（１）ビジネスで求められるコミュニケーション 
 【ワーク】仕事上において、上司、先輩、他部署の方々、社外の方々に対する 
 コミュニケーションはどのようなものが求められるか 
（２）良いコミュニケーションをとるための心構え 
（３）良いコミュニケーションのポイント 
（４）コミュニケーションの注意点 
 
２．仕事におけるビジネスコミュニケーション 
 ～ビジネスゲームを通して、チームビルディングに求められるものを理解していただきます。 
（１）ビジネスゲームを通じて気づいたこと 
（２）仕事がスムーズに進むコミュニケーション 
 
３．「きく」の意味 
（１）相手にとって心地良いリスニング 
（２）３つのきくスキル ～「聞く」「聴く」「訊く」 
   
４．「聴く」スキル＝「傾聴力」のポイント 
（１）「聴く」スキルとは 
（２）相手が話しやすさを感じる「聴き方」とは 
（３）「聴く」スキルを実践する 
 【ワーク】これまでに学んだ「聴く」スキルを実践する 
  
５．「訊く」スキル＝「質問力」のポイント 
（１）「訊く」スキルとは 
（２）「訊き方」の種類 
 
６．ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談） 
 ■ホウ・レン・ソウの原則 
 【ワーク】あるケースについてどのように対応するか、考える 
 
７．本日の研修の総決算 
 【ワーク】現場でどのように活かしていくか、具体的な行動に落とし込む 
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◆ねらい：コロナ禍の影響もあり、失敗で心が折れていまい、せっかくの成長のチャンスをつかめず離職したり、
メンタルを病んでしまう新人が増えています。 

 本研修では、失敗も次につながるステップと捉える「レジリエンス（精神的回復力）」を身につけることで、新
人の時にぶつかる様々な困難を乗り切るメンタルの作り方を学びます。 

⑦レジリエンス研修 
  ～失敗をチャンスに変え、成長につなげる方法を学ぶ 

カリキュラム 

１．逆境が成長を加速させる～新人のうちは失敗が仕事 
（１）実体験から考える 
 【ワーク】経験を振り返り、「これを乗り越えたから成長できたこと」を挙げる 
（２）逆境は成長するチャンス（３）失敗は挑戦した証 
（４）レジリエンス（精神的回復力）を鍛え、失敗をチャンスに変える 
 
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）失敗したら上手に切り替え、先へ進む（３）ＡＢＣＤＥ理論を活用し、切り替える 
（４）自分の思考の傾向を洗い出す 
 【ワーク】ＡＢＣＤＥ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）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）「やりたくないこと」をやって成長チャンスを増やす 
（４）自分の成長を感じる 
 【ワーク】成長実感を得るための目標を決める 
（1年後には、「～のようなビジネスパーソンになる」「～のスキル・知識を身につける」） 
 【参考】身近な人の成功体験を観察する～モデリング 
 
５．心の支えを作る～良好な人間関係 
（１）良好な人間関係をつくる（２）コミュニケーションの基本は挨拶 
（３）感謝の気持ちを伝える（４）自己開示で相談できる環境を作る 
（５）相手の話を傾聴する  
 【ワーク】良好な人間関係を築くために実践することを考える 
 
６．まとめ 

新入社員向け 

◆ねらい：入社後半年の新人が抱く、代表的な悩みを解消し更なる活躍を促す研修です。今年は特に
新型コロナウィルス拡大の影響で実践が少ないため不安を感じていることが多いかもしれません。本研
修では、「礼儀と日頃の小さな手伝いで質問しやすい環境を作る」などの考え方をお伝えします。そのう
えで、先輩に質問する手順や「段取りに必要な４要素」など、悩みを解消する行動を学びます。 

⑧レジリエンス研修  
  ～業務内で起こる様々な不安を解消する方法を学ぶ 

カリキュラム 

１．配属からこれまでを振り返る 
 【ワーク】入社してから職場で一番うれしかったことの発表 
（１）エピソードを教えてください（２）得られたものは何だと思いますか？ 
 
２．成長のために自分の改善点を考える 
 【ワーク】更なる成長のための自分の改善点は何だと考えますか？ 
 
３．「知らないことが多い」を解決する～知識をつける手順を知る 
（１）会社のルールを知る 
 ①会社の普遍的目標は『継続』と『成長』②会社の『効率と目的の法則』 
（２）焦らずに時間をかけることが重要  ①業務に精通するには３年かかることを自覚する 
 ②知識習得は「実務」で身につける ③知識吸収は職場以外でもできる 
（３）調べるばかりではなく「訊く」も重要 
 ①調べると訊くのバランスのとり方 ②重要なのは訊き方 
 
４．「上手く質問できない」を解決する～質問ができる環境、準備を考える 
（１）タイミングは自分で作る 
（２）礼儀と日頃の小さなお手伝いが「質問しやすい環境」のカギ 
（３）わかるまで何度も質問する（４）質問力向上はメモが重要 
（５）質問の手順 ①質問したい結論をまとめる ②経緯をまとめる  
    ③できたことをまとめる ④タイミングをつくる ⑤質問 ⑥お礼 
 【ワーク】各自質問準備シートを作成し自分の改善点をグループ内で発表 
 
５．「仕事がうまく回せない」を解決する～考えの軸を知り、段取りを考える 
（１）上司・先輩の『考え方の軸』を身につける 
（２）すぐに動かずまずは段取りを考える 
（３）段取りのために必要なもの ①目的②締切③優先順位④時間 
（４）仕事を上手く進めるためのテクニック ～連続処理と分散処理 
 【ワーク】自分の３日間の予定を振り返ってみる 
 
６．「この先どうしたら良いか分からない」を解決する～具体的な目標設定 
（１）まずは今の仕事から会社を見てみる ～会社人生は長いもの 
（２）しかし常に志望動機を胸に秘めておくこと 
（３）目標の作り方 ①目標の分割  ②目標の数値化  
（４）【ワーク】２年目・５年目の「自分」を考えてみる 
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新入社員向け 

◆ねらい：コロナ禍の影響で十分な教育が行われないまま在宅勤務に移行した新人が多数発生し、不
安を抱える新人が増えています。リモートワーク下においてはメンターだけでなく、メンティとしての心構えや
コミュニケーションスキルの獲得が求められます。本研修では、リモートワークも想定しながら、メンティのた
めの「相談力」「学び力」などメンター制度を有効に機能させるコミュニケーションスキルを学びます。 

⑨メンティ研修２０２０ 
 ～相談力と学び力を高めメンターとよい関係を築く 

カリキュラム 

１．メンティとは 
（１）メンターとメンティ  （２）メンター制度とは （３）メンター制度の目的とは 
 
２．メンティーとして気をつけること 
（１）メンターへの接し方を考える （２）お互いの立場を認識する 
 
３．メンターと良好な関係をつくるコミュニケーションの基本 
（１）コミュニケーションにおける姿勢 
（２）コミュニケーションの土壌をつくるひと工夫 
（３）メンターと接する際の心構え 
（４）メンターの話を「聴く」ということ ～傾聴を身につける 
 
４．学び力を高めて、メンターの知識・経験・勘所をききだす 
（１）メンターから学ぶ際のポイント 
（２）学びを深めるリアクション（反応）の重要性 
（３）リアクションは「ややオーバー」でちょうどいい 
（４）メンターから勘所をきき出すステップ 
 
５．相談力を高めて、的確なアドバイスをもらう 
（１）メンターへの相談を阻むもの 
（２）相談の前にすること 
（３）相談の意図を伝える 
（４）伝える情報を整理する 
（５）自分の特性を整理する① ～強み・弱み 
（６）自分の特性を理解する② ～思考のクセ 
（７）相談内容を考える 
 
６．セルフコントロール ～前向きに頑張り続けるためのヒント 
（１）ストレスの要因 
（２）感情をコントロールする 
（３）自己管理のコツを持っておく 
 
７．まとめ 
【ワーク】明日から取り組むことを発表する 
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指導者・メンター向け 

◆ねらい：コロナ禍の影響で働き方の変革が進んでいます。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きます。 

①【管理職向け】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．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 
 
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 
 【参考】他社の在宅勤務導入の事例 
 
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 
（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 
（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】現在のPDCAで改善すべきこと 

◆ねらい：コロナ禍の影響に関わらず、ＯＪＴトレーナーには新人・後輩を育成が求められます。まずはＯＪ
Ｔの意義を理解の上、ＯＪＴによる育成計画の策定方法を学ぶと共に実際に「３ヵ月間の育成計画」を
立て、明日からのＯＪＴに役立てます。また、仕事の指示の仕方・ほめ方・叱り方等、具体的な進め方を
修得し、更にケーススタディーを通して実践力を高めていただきます。 

②ＯＪＴ指導者研修２０２０ 
  ～新人・後輩指導の基本スキル習得編 

カリキュラム 

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 
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◆ねらい：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。 
①ＯＪＴ、コーチングの違いを踏まえ、メンターの役割と心構え学ぶ 
②メンティとの信頼関係を築くために重要なコミュニケーションスキルを学び強化する 

③メンター研修 
  ～コロナ禍の中、入社した新人のメンターとして役割や心構えを知る 

カリキュラム 

１．メンターとは 
（１）メンターとは  （２）メンター制度が注目される背景  
 【ワーク】メンターになるにあたり、不安に思っていることなどを考える 
 
２．よいメンターになるために 
（１）メンターとしての役割を考える 
 【ワーク】メンティーの立場なら、メンターからどんなサポートを望むのかを考える 
（２）メンターの役割     （３）よいメンターの持っているスキルやマインド 
（４）自分自身の経験を棚卸しする  【ワーク】振り返りシートの作成 
 
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）メンタリングの実施に期待されること 
（３）メンタリングの留意点 
 【ワーク】メンタリングの際具体的にどうするとメンティーが話しやすいか考える 
（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 
（１）コミュニケーションにおける姿勢 
（２）コミュニケーションの土壌を作るひと工夫 
（３）「聴く」スキル＝「傾聴力」のポイント 
（４）「訊く」スキル＝「質問力」のポイント 
 
５．モチベーションを向上させるフィードバック 
（１）きっかけづくり・心情理解 
 【ワーク】メンティーのほめるところを発見する 
（２）フィードバックの効果とポイント 
 
６．実践ケーススタディ ～こんなときどうする？ 
 【ワーク】ネガティブな発言をするメンティーとの対応 
 
７．まとめ 
 【参考】タイプ別対処法  ①不平不満の多いメンティー②依存型のメンティー 
 ③向上心のあるメンティー④自己表現が苦手なメンティー 
 【参考】メンター制度の導入の流れ 

指導者・メンター向け 

◆ねらい：メンターやOJT担当には多忙やプレッシャーによるストレス、多様化する新入社員への対応、困難
な調整業務など乗り越えるべき壁が多いです。特に今年はコロナ禍の影響で対応に困っている方が多いと
お聞きします。本研修ではメンターやOJT担当の方を対象にレジリエンスを高める方法を習得します。 

④メンター・OJT担当のためのレジリエンス研修２０２０ 
  ～自分が担当する新入社員のレジリエンスを高める方法を学ぶ 

カリキュラム 

１．メンター・OJT担当に求められるレジリエンスとは 
 【ワーク】苦しい体験を振り返り、乗り越えた方法と得たこと（成長した点）を書き出す 
（１）レジリエンスとは（２）自分・新入社員・チームのレジリエンスを高める 
（３）レジリエンスが求められる理由 
  ①メンター・OJT担当には乗り越えるべき壁が多い 
  ②多忙やプレッシャーによるストレスから自分を守る 
  ③配慮すべきステークホルダーが多い～多様化する部下・困難な調整 
 
２．自分のレジリエンスを高め、壁を乗り越える 
（１）まずは自分のレジリエンスを高める  （２）レジリエンスを高める３つのポイント 
（３）捉え方を変え、気持ちを切り替える～感情コントロール 
（４）自信を持ち、強みを活かす～自尊感情 
（５）自分の成長を感じ、成長チャンスを増やす～自己効力感 
 
３．新入社員の感情コントロールをサポートする 
（１）新入社員が気持ちを切り替えられるようにサポートする 
（２）新入社員が何に悩んでいるのかを理解する 
（３）新入社員の思考の傾向を知る（参考）新入社員のイエローサインを見過ごさない 
 【ワーク】自分が担当する新入社員の感情コントロールをどうサポートするか 
 
４．新入社員の自尊感情を高める 
（１）自分には価値があると感じることで、自尊感情が高まる 
（２）気づいていない強みを気づかせる（３）新入社員の弱みを知る 
 【ワーク】弱みを強みに変えるために、メンター・OJT担当ができることを考える 
 
５．新入社員の自己効力感を高める 
（１）自己効力感の高い新入社員は主体的に動く 
（２）成功をほめ、自己効力感を高める（３）お手本になれるようにする  
 【ワーク】新入社員にとってお手本となるような行動ができているか確認する 
 
６．チームのレジリエンスを高める ※新入社員が所属するリーダー向け 
（１）チームのレジリエンスの鍵とは 
（２）「安心して自然体でいられる職場」がレジリエンスを高める 
（３）失敗しても挑戦することを推奨する 
（４）自己開示する（５）情報共有・意見交換の場を設ける 
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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。 

【参考①】インソースのオンライン研修の特長 
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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！ 

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＞ （1セットのみ別途1,100円送料） 

 

【参考②】ビジネス基礎テキスト／ビジネス文書テキスト 
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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＞ 

【参考③】新人８大スキルアセスメント 
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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つ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」が身について初め
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 

【参考④】ビジネス文書通信添削 
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■こんなケースに対応しています 
 ・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。 

＜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 

 

【参考⑤】オンライン通信教育 ～研修と自宅学習教材がセットに 

■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 
 
 

 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 
 
  

＜価格＞ 
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【参考⑥】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。 

※Zoomの名称およびロゴは、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。 

※Webexの名称およびロゴは、Cisco Systems, Inc. およびその関連会社の米国および日本を含むその他の国における登録商標または商標です。 


