
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。

【ご提案】

新人研修２０２２
～ＤＸ教育をプラス！新人の力で組織の成長を加速させる

２０２１年
株式会社インソース
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インソースのご提案する新人・若手育成の全体像

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4月
5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

内定者・新入社員
①社会人としての
基本スキル習得

内定者・新入社員
②DX教育

指導者

若手社員
（２～５年目）

インソースの新人・若手教育プログラムのラインナップは、年を追うごとに充実してまいりました。
■内定者時期には、不安解消に向けたオンライン短時間セミナーやPythonの知識・習得
■４月第１週には、あらゆる組織にとって「基本・必須」であるマナーや文書
■４月第２週以降には、コミュニケーションやOA、ロジカルシンキングなど社会人としての基本的なスキル＋DX理解
■５月までには、指導者側に向けた受け入れ準備
■５月以降～３年目までは、メンタルケアも含めてしっかりとフォローアップ
いずれの講座もリモート受講が可能です。ぜひ、体系的な新人・若手教育を、インソースにおまかせください。

全18講座。不安を解消するなら
内定者オンラインセミナー（120分）

Python学院～短期集中講座
（５日間）

①WEBアプリ人材育成コース（１２日間）
②AI開発人材育成コース（１４日間）
③データ活用人材育成コース（１２日間）

業務に直結する内容を効率よく学ぶ
Python学院～Excel操作自動化編（１日間）

ビジネスパーソンとして最低限のリテラシーを習得
ＩＴリテラシー（１日間）

細やかなテキストが好評

ビジネス基礎（２日間）
ビジネス文書（１日間） コミュニケーション（１日間）

MicrosoftOffice（Excel・Powerpoint）（１日間）
ロジカルシンキング（１日間）
プレゼンテーション（１日間）
仕事の進め方（１日間）

早めの実施が
おススメ
新人フォロー
（１日間）新人８大スキル

アセスメント

新人研修の効果を最大化するべく、２～３月もしくは５月に、受け入れ側の強化を
OJT（１日間）／メンター（１日間）

自立的に考える習慣づけを
キャリアデザイン 若手スキルアップ

配属前シミュレーション
（１～２日間）

メンティ
（１日間）

演習に繰り返し取り組むことで、定着をはかる
ビジネス基礎 通信添削／ビジネス文書 通信添削

スマホ世代に
e-typing pro

飽きさせない工夫たくさん
ｅラーニング

優秀な若年層を、
早期から次世代
リーダーへと
育成

４月後半以降も
おまかせください

時間のある配属前が
チャンス！新人が
即戦力になります

学生/内定者特別価
格でご提供中！
吸収力の高い内定
者時期に、Python
学習がおススメ

自信をもって配属
先に送り出せる！

配属決定や育成計画の
参考情報として活用。
入社前の実施を！ メンター制度

の効果最大化
のために
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お客さまのご要望にピッタリの内容・実施形態でご提案いたします

従来の集合研修はもちろんのこと、オンライン、動画教育いずれの形態でも対応が可能です。

内容も実施形態も、ニーズに合わせてお選びいただき、組み合わせることができます。
研修管理のシステムもご用意しています。

研修管理実施形態内容

貴組織

オリジナル

集合型

（公開講座／講師派遣）

オンライン（※）

（公開講座／オーダーメイド）

“次世代型”ＬＭＳ

Ｌｅａｆ

動画・

ｅラーニング

簡単研修

お申込みシステム

ＷＥＢinsource

パッケージ型

※オンライン研修の場合の使用ツールは、公開講座の場合はZoomを使用いたします。
オーダーメイド（お客さま独自開催）の場合は、お客様のご要望に応じて対応いたします。

※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。
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インソースの新人研修 ５つの特長

❷多彩なコンテンツ ～全３８４種類

❺作りこまれたテキスト❹ DX教育もご提供

❶内定者～若手育成までトータルサポート

❸柔軟性・安定感

＜ご提供コンテンツの一例＞
オンラインビジネスゲーム／オンラインシミュレーション
レジリエンス／数字の見方／経験学習サイクル／営業スキル
アセスメント／ビジネス文書 通信添削

あらゆる組織で実施される「ビジネスマナー」や「社会人とし
ての考え方」のほかにも、お客さまの研修スケジュールに合わ
せて組み合わせられる、多数のコンテンツをご用意しています。

＜新人に求められる８大スキル＞

オンライン化が進む今だからこそ、イン
ソースは教育効果を考え、紙のテキスト
にこだわって作っています。
情報量が多く掲載されており、後から辞
書代わりに使っていただける充実の内容
です。
また、以下の4テーマは、テキストのみの
販売も承ります（いずれもフルカラー・
80ページ以上）。

・ビジネス基礎
・ビジネス文書
・MicrosoftOffice研修
～Excel基礎編

・MicrosoftOffice研修
～Excel応用編

4月の導入研修のみならず、中長期でお客さまの若手人材育成を
ご支援いたします。研修計画の立案からのご提案もお任せくださ
い。

＜新人・若手向けプログラム例＞
・内定者教育
・新人フォロー研修
・若手（２年目～５年目）社員研修
・メンティ研修

＜指導者向けプログラム例＞
・OJT指導者研修
・メンター研修

研修を成功させるためには、研修内容や講
師の質はもちろん、運営面での柔軟性や安
定感も欠かせません。
インソースでは、お客さまに安心してお選
びいただける、さまざまなサービスの選択
肢や安定した運営体制をご用意しています。

＜多彩な選択肢＞
・公開講座／講師派遣型／eラーニング
・対面／オンライン／ハイブリッド
※直前の切り替えもご相談ください！

＜安定した運営体制＞
・オンライン研修専用配信会場
・ご検討中のオンライン研修ご見学

「DX推進、どこから手を付けていいのや
ら・・・」というお客さまのお声をよく耳
にします。デジタルネイティブ世代でかつ
教育時間を確保しやすい、内定者・新入社
員から始めてみるのはいかがでしょうか。

さまざまな日数や内容でご用意しています。

＜DX人材育成＞
・ウェブアプリ開発人材育成コース
・ＡＩ開発人材育成コース
・データ活用人材育成コース
・Python学院（５日間）
・Python学院（１日間）
・ITリテラシー研修

（2021年7月末時点、講師派遣及び公開講座、新人・内定者向けの合計）
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（１）内定者研修の実績 （2020年4月～2021年3月、講師派遣型研修のみ）

年間受講者数 523名 内容評価 99.2％ 講師評価 98.0％

（２）新人研修の実績 （2020年4月～2021年3月、講師派遣型研修のみ）

年間受講者数 53,863名 内容評価 97.8％ 講師評価 96.0％

※2021年４月受講者数 29,420名 （うちオンライン受講者 約13,000名）

（３）新人フォロー研修の実績 （2020年4月～2021年3月、講師派遣型研修のみ）

年間受講者数 5,316名 内容評価 97.0％ 講師評価 93.3％

（４）オンライン研修の実績 （2020年4月～2021年6月、講師派遣型研修及び公開講座）

累計実施回数 10,490回 累計受講者数 257,691名

※オンライン研修の実績は期間中のオンラインの研修の実施回数、受講者数で新人研修に限りません

【参考】２０２１年新人研修 関連実績
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目次

お客さまの全体コンセプトやスケジュールにあわせてご提供します

新人（入社１年目）研修

対面/オンライン切り替えや事前の見学など、お客さまの不安を解消します

柔軟性・安定感のある各種サービス

２０２２年はDXをプラス！Pythonが使える新人を育てる

ＤＸ関連研修

指導者向け、内定者時代から若手リーダー育成までトータルサポート

ＯＪＴ/メンター/内定者/ ２～５年目研修

１

２

３

４

P.６

P.１５

P.２４

P.２７
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お客さまの全体コンセプトやスケジュールにあわせてご提供します

新人研修 ラインナップ１
（入社１年目）
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２０１９年～２０２１年の新入社員の傾向と２０２２年に向けた想い
インソースでは、毎年4月に約30,000名に対して新人研修を実施しています。そして、毎年4月上旬に登壇した登壇講師の報
告書より、同月下旬に、新人の傾向を発信しています。2019年以降は以下のような特徴が見られます。

2019年
・素直で前向き、協調性を重視
・基本動作への理解度は高いが、知識を言動に落とし込
めない

・粘りがなくあっさりしていて、目立つことを嫌う

2020年

・素直で協調性やチームワークを重視
・学生気分が抜けきらず、「見られている」意識が欠ける
ことがある

・わからないことを自分から質問することが苦手

2021年
◆素直で、吸収力が高い。特に実践、実務につながるスキルの習得に関心が高い
吸収力が高く、指示・指導されたことを素直に受け入れる傾向にあります。一方、できないことや知らないことが不安で、「まず
やってみる」のでなく「待ってしまう」という課題があります。

◆「正解」がわかると満足し、そこで考えるのをやめてしまう
表面的な「模範解答」「正解」に対する知識欲は高い一方、講師の指示やテキストから答えを得られると、それ以上に自分で考え
る意欲は乏しい印象です。また、周囲と意見が一緒かどうかを確認して安心する傾向にあります。

◆オンラインでは、緊張感に欠ける行動が目立つ
コロナ禍で直接的なコミュニケーションが減っているなか、オンラインツールの使い方には慣れている傾向にあります。一方、研
修中でも気にせずスマートフォンを触る、オンラインツールの画面を鏡代わりに使うなど、人目を意識し続けることができないと
いう課題があります。

※新型コロナウイルスの影響で、2020年のみ、約6,000名
の受講者をもとにした報告内容となっています

2022年に向けて ～新入社員教育に込めたいメッセージ

・「知っている／わかっている」と「できる」は異なる
・「できる」状態には、試行錯誤を繰り返し何度もやってみて到達するものである
・やってみるうえでは、相手目線が重要である
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「知っている／わかっている」を「できる」に変えるために ～学びの循環をつくる

インソースは、単に自社が請け負った研修時間内でスキル・知識の付与を行うのみならず、「研修全体におけ
る新入社員の学びの最大化」を考えたご提案をいたします。

お客さまの新入社員研修全体のコンセプトや全体スケジュールをうかがったうえで、研修＋αの施策も含めて
設計・ご提案いたします。※研修をご発注の場合に限ります

経験

内省

教訓

実践

経験：業務・研修に意欲的に取り組む
内省：行動を振り返る

他者からフィードバックを得る
教訓：経験を多面的にとらえ、教訓にする
実践：課題解消に向けて行動を修正し挑戦する

＜研修＋αの施策の一例＞

・研修前後にアセスメントを実施し、新入社員のみなさまの成長度合いを測定

・サブ講師が研修中の受講者さまの様子を観察し、個人の特性についてレポート提出（研修中アセスメント）

・理解度の確認／向上のための添削課題の実施（文書、マナーなど）

・毎日の朝礼・夕礼で記入する振り返りシートご提供と、翌日研修冒頭で講師とともに振り返りシート共有

研修＋αの施策では、研修期間中に第三者からのフィードバックを受けることによって新入社員さまに学びの
循環が生まれ、「単純に知っている」状態から「できる」と自信を持っている状態に近づいていくことを目指
します。
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新入社員向け研修ラインナップ

研修名 習得スキル／おすすめポイント

１ ビジネス基礎研修（２日間） マインドセット、マナー、仕事の進め方のバランス型

２ ビジネス文書研修 文書（メール含む）の基本構造と文書毎の型

３ コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」 コミュニケーション（ホウ・レン・ソウ）

４ Microsoft Office研修～ExcelとPowerpoint ExcelとPowerpointの基本

５ ロジカルシンキング研修～情報を整理し、結論を導く MECE、ロジックツリー、根拠と結論の関係

６ 会社の数字の見方と新聞の読み方研修 売上・費用・利益の視点、経済動向のつかみ方

７ プレゼンテーション研修～相手に伝わる話し方を学ぶ 内容の整理・手段の選択・伝えるテクニック

８
テレワーク時代の仕事の進め方研修
～時間の使い方とコミュニケーションのとりかたを学ぶ

テレワークが中心の場合の上司・先輩とのコ
ミュニケーション

９
オンラインビジネスゲーム研修
～チームの一員としての仕事の進め方を学ぶ

チームワーク発揮のための伝え方・きき方

１０ 新人のためのアドバンスコミュニケーション研修 コミュニケーション（相手目線）

１１
シミュレーション研修
～実践形式で行う新人研修総まとめ編（２日間）

ビジネスマインド、マナー、仕事の進め方
「わかる」と「できる」は異なることを痛感

１２ レジリエンス研修～失敗をチャンスに変え、成長する 感情コントロール・自尊感情・自己効力感・人間関係

１３
新人向けコンプライアンス研修
～社会人としての基本的な知識と対処法を身につける（半日間）

新入社員が直面しがちなコンプライアンス・リ
スクに特化

１４
（新入社員・新社会人向け）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

営業としてのマインドと一連の流れ

１５ メンティ研修 ～相談力と学び力を高めメンターとよい関係を築く コミュニケーション（メンターとの関係構築）

研修名をクリックすると、インソースHP内にて詳細ご案内ページをご覧いただくことができます（日数の記載がないものは１日間研修）。
また、Ｎｏ．１～５までは2021年4月の公開講座受講者数ランキング上位５テーマです。※Ｎｏ．６以降は順不同です

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

講師
派遣

講師
派遣

公開
講座

公開
講座

https://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin-basic-2days.html
https://www.insource.co.jp/bup/shinjin_bunsho.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_newcomer_communication.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_newcomeroffice.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_newcomer_logical.html
https://www.insource.co.jp/bup/nikkei_suji_shinjin.html
https://www.insource.co.jp/bup/shinjin_presen.html
https://www.insource.co.jp/kenshu/telework-communication.html
https://www.insource.co.jp/kenshu/telework-communication.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-online-business-game.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-online-business-game.html
https://www.insource.co.jp/shinjin/advance-communication.html
https://www.insource.co.jp/bup/shinjin-matome.html
https://www.insource.co.jp/bup/shinjin-matome.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin_resilience.html
https://www.insource.co.jp/shinjin/learn-about-compliance.html
https://www.insource.co.jp/shinjin/learn-about-compliance.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_newcomer_eigyokiso.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_newcomer_eigyokiso.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-menty-one-day.html
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「ビジネス基礎」「ビジネス文書」「Excel基礎・応用」研修テキストのご紹介

１．全ページカラーの冊子タイプで、復習・保管にも最適

２．４種いずれも８０ページ越え！社会人に必要な考え方・スキルを網羅

３．新入社員の傾向にあわせて毎年見直しを実施（テレワークにも対応）

４．インプットとアウトプット（ワーク）のバランスがとれた構成

５．名刺交換・来客応対など対面想定の動きは動画・静止画教材で理解促進

種類 価格（税込）

Excel基礎編 5冊1セット 11,000円

Excel応用編 5冊1セット 11,000円

＜価格＞ ※オンライン研修用の動画教材は含まれません

種類 価格（税込）

ビジネス基礎 5冊1セット 9,900円

ビジネス文書 5冊1セット 11,000円

お客さまから「4月実施の新入社員研修は、正直、内容はどの研修会社を使っても同じ」というお声をよくうかがいます。そのようななかで、イ
ンソースをお選びいただいたお客さまから、決め手になったというお言葉をいただくのが、「作りこまれた製本テキスト」です。
★２０２２年版は、「ビジネス基礎」のデザインを大幅にリニューアルいたします★
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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、貴組織の
回答者の平均や全国平均と比較することができます。

■ アウトプットのイメージ

■価格

【参考】新人８大スキルアセスメント

１ ビジネスマインド

•学生から社会人への意
識変革が必要

２ ビジネスマナー

•社会人としての基本知識・
基本動作を獲得し、信頼され
るビジネスパーソンになる

３ 仕事の進め方

•組織人としての仕事の手
順を理解し、業務の進め
方を学ぶ

４ 文書スキル

•文書の構造を理解し、「相
手目線」の文書を書く

５ 対人スキル

•「報連相」を基本とした、ビ
ジネスにおいて必要なコミュ
ニケーションを身につける

６ 伝えるスキル

•「相手に伝わる」話し方を
身につける

７ 考えるスキル

•社会人としての理論力、
思考力を身につける

８ ＰＣスキル

•即戦力として必須の
Officeの基本操作を習得
する

2,200円（税込）/名



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。 12

新人向けおすすめ教育セット（ＳＴＵＤＩＯ）

10テーマで1セットのプランです。

新入社員向け動画教材ラインナップ

新人向けおすすめコンテンツ

◆イメージ うさぎ先輩とともに学ぶコンプライアンス講座（マンガ＋ナレーションでポイントを学ぶ形式のもの）

ビジネスマナー講座

ケース映像で学ぶビジネスマナー講座

言葉遣い講座

「お、いいね！」と評価される新人を目指すマナーシリーズ～電話応対編

「お、いいね！」と評価される新人を目指すマナーシリーズ
～報告・連絡・相談編

12分でわかる新人としての報告・連絡・相談のコツ

（新人・若手向け）フレンドリーなコミュニケーション講座

仕事の進め方講座

（AI音声動画で学ぶ）会社の数字の見方を知る

新人・若手向けビジネスeメールの書き方講座

新人・若手向けコンプライアンス講座

（ＡＩ音声動画で学ぶ）ビジネス基礎「職場のルール」

メンタルヘルス（セルフケア）講座

新人がぶつかりやすい「４つの壁」対策講座

新人・内定者教育セット

1 ビジネスマナー

2 ケース映像で学ぶビジネスマナー

3 仕事の進め方

4 言葉遣い

5 ビジネス文書

6 ビジネスeメールの書き方

7 コミュニケーション

8 新人・若手向けコンプライアンス

9 ソーシャルメディアの使い方

10 会社の数字の見方

コンプライアンス教育セット

1 コンプライアンス

2 個人情報保護

3 情報セキュリティ

4 メンタルヘルス（セルフケア）

5 メンタルヘルス（ラインケア）

6 ハラスメント防止

7 リスク意識向上

8 インサイダー取引

9 障害者差別解消法

10 下請法

https://www.insource.co.jp/it-tool/studio-pbl.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/business_manner.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/manner.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/polite_expressions.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/telephonemanner.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/hourensou.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/hourensou.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/12minutes_hou_ren_so.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/character_communication.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/working_protocol.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/ai_suujino_mikata.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/email-basic.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/compliance-basic.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/ai_office_rule.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/mental.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/newcomer-4-walls.html
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まとめて複数日程のお申込みもおまかせ！豊富なコンテンツと柔軟な対応
新入社員研修においては、内製で進められる部分と外注する部分があるお客さまがほとんどです。「外注する部分」につ
いては、ぜひインソースにおまかせください。
お客さまの全体スケジュールをうかがったうえで、豊富なコンテンツを組み合わせて最適なプランをご提案いたします。
スケジュールのご相談も承ります。お気軽にご相談ください。

日 月 火 水 木 金 土

1
・入社式
・事務連絡、研修全体
オリエンテーション

2

3 4
・外注
ビジネス基礎

（１日目）

5
・外注
ビジネス基礎

（２日目）

6
・外注
ビジネス文書

7
・内部研修
（企業理念説明、コンプ
ライアンス）

8
・内部研修
（各部署紹介）

9

10 11
・外注
コミュニケーション

12
・外注

Excel/Powerpoint

13
・外注
営業基礎

14
・内部研修
（自社の営業の流れ、
商材知識①）

15
・内部研修
（商材知識②）
・先輩社員交流会

16

17 18
・外注
ロジカルシンキング

19
・外注
実践シミュレーション

（１日目）

20
・外注
実践シミュレーション

（２日目）

21
・現場配属初日

22
・現場配属2日目

23

＜2022年4月のカレンダーとプラン例（営業職の場合）＞
※同日複数クラスの開催や、土曜日、日曜日の研修企画も承ります！

インソース公開講座で、お客さまの大切な新入社員のみなさまを３日～１０日間お預かり
する、「スタートアッププラン」もご用意しています。

https://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin1.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin1.html
https://www.insource.co.jp/bup/shinjin_bunsho.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_newcomer_communication.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_newcomeroffice.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_newcomer_eigyokiso.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_newcomer_logical.html
https://www.insource.co.jp/bup/shinjin-matome.html
https://www.insource.co.jp/bup/shinjin-matome.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin_recomended_plan.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin_recomended_plan.html
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複数クラス・複数講師で研修を実施する際の工夫 ～バラツキを最小化

同内容の研修を複数クラス同時開催したり、研修全体が複数日程にわたり登壇講師も複数になる際には、講師間で進行に
バラツキが出ないよう、工夫して進行いたします。

＜講師から指摘するビジネスマナーの一例＞
■開始前～研修終了時
・講師が入ってきた際の挨拶の有無、挨拶があった場合の声の大きさ（問題がある場合はやり直しをさせる）
・服装の乱れ（上着着用、上着のボタンが留まっているか、靴に汚れはないか、髪型はすっきりと清潔感があるか）
・（オンラインの場合）５分前にはログインして待機しているか
■研修中～研修終了時
・休憩中は、テキストを閉じて机上を整理整頓する
・ゴミが落ちていたら、自分が落としたものでなくても拾う
・ペン回し禁止
・休憩終了の３０秒前には着席／画面オン

＜講師間で進行にバラツキを出さないための仕組み＞

前提として、インソースのコンテンツは講師ではなく、社
内のクリエイターが作成しているため、講師が変わっても
伝える内容が大きく変わらない仕組みが整っています。

さらに細心の注意を払うべく、以下を行います。

・講師用インストラクションガイドの作成

・講師用タイムテーブルの作成

また、厳しさの度合いについても、お客様のご要望をうかがったうえで、講師間で認識合わせをしたうえで研修に臨みます。

（例：既に習得済のはずのビジネスマナーを研修中に受講者ができていなかった場合、どの程度細かく指摘・指導するか）
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対面/オンライン切り替えや事前の見学など

柔軟性・安定感のある各種サービス２

１．インソースのオンライン研修の特徴
２．ご検討段階での研修のご見学について
３．公開講座や動画コンテンツ、LMSのご案内
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実際の集合研修に、限りなく近づけた受講体験をお約束します（画面に資料を投影し、スピーカーが喋り続ける形式とは
異なります）。

また、オンラインでも対面でも使用テキストは基本的には同一、かつオンライン配信環境も万全に用意しているため、ご状
況に合わせて対面／オンラインの急遽の切り替えにも、スムーズに対応いたします。

１-①．オンライン研修の進行

１．集中を促す
・双方向のコミュニケーションをとり、発言機会を頻繁につくる
（個人指名など）
・体の動きを取り入れる
・休憩はこまめにとる（１時間に1回程度）

２．安全な雰囲気づくり
・いつでも発言OK、失敗しても良い雰囲気づくり
・研修スタート時にテクニカルサポーターから操作説明

３．ワークにおける時間管理
・様々なケースを想定して時間を細かく設計
・受講者の進行スピードに合わせて柔軟に対応できるようワークを多め
に用意

４．グループワーク後の発表
（１）リーダーが発表

受講者同士の話し合いを大事にさせるために、リーダーが発表。
（２）ランダムで指名して発表

ランダムで指名し、所属するチームの話し合い結果を発表。
※いつ発言を求められるか分からないため緊張感が醸成される

５．フィードバック
（１）歩き回る代わりに、各グループのミーティングルーム内に参加
（２）良い意見を持っていたチームや受講者に指名発表していただき、

全体へのフィードバックにつなげる

オンライン研修における進行のポイント

↑研修中、受講者からみた講師の登壇の様子

↑研修中の受講者の様子（テキストを手元にご用意いただきます）
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機器・設備 ・ＰＣ機器（WEB カメラ、スピーカー、集音
マイク）常設

・ホワイトボード（幅1200）常設
・インターネット回線完備（有線LAN）
・トラブルサポート要員（大森スタジオに複数
名常駐）

インターネット
通信環境

・高速ネット回線（上り／下り、最大1Gbps）
※通信事業者の障害に対応できるよう複数事
業者の回線を用意

2021年4月1日（木）より開設 インソース大森スタジオ

想定される発生事象 事前の対応 事故等発生時の対応

講師の遅刻

登壇は、東京では原則として当社所有の
配信専用施設「インソース大森スタジオ
（５２部屋）」にて実施。その他地方拠
点も原則１箇所に固定。
会場を固定することで、移動による
ヒヤリハットを低減

• タクシー等による緊急移動
• 講師到着までの間、大森スタジオにて待

機している責任者による「緊急登壇」

事故や体調不良による
登壇不可能

発生後、すみやかに弊社へ連絡すること
を講師に徹底指示

• 緊急登壇が可能な講師に差し替え
（都内２００名超が在席）

事前に万全を期すと共に、万が一の緊急時も迅速に対応できる体制を構築しています。

施設紹介ムービー（1分）

１-②．オンライン研修の運営体制

https://www.youtube.com/watch?v=fKTw-vOegio
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■簡単３ステップ！見学予約から当日ご見学までの流れ

＜オンライン見学サービスの“5つの特徴”＞

WEBinsource とは、公開講座や動画教材（e ラーニング）、テキスト教材など、インソー
スの様々なサービスを簡単にお申込みいただける、法人のお客さま限定のシステム（無
料）です。

・WEBinsource の検索・お申込み画面にて「研修名」と「見学可能な日程」をご入力く
ださい。
・ご入力後、「見学可能」にチェックをいれて、「検索ボタン」をクリックください。
・検索結果が表示されますので、ご希望の研修の「見学申し込み」ボタンより、お申込み
画面にお進みください。

研修実施１営業日前までに、Zoom の ID・パスワードをメールで送付します。
弊社からの案内をご確認いただき、お名前を変更のうえ、ご参加ください。

WEB insourceっ
てなに？
登録方法は？

WEBinsourceの
機能詳細、ご登録は
こちらをご覧くださ
い！

２．ご検討段階でのオンライン研修見学（無料）

※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。

https://www.insource.co.jp/webins/index.html


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。 19

比較項目 講師派遣型研修 公開講座

主な特徴

○研修の進め方、研修時間、開催日、講師はご相談
のうえ決定

○一定数以上受講者がいれば割安となる
○オンラインツールは各種対応
△事務局の方のご負担が場合により大きくなる
△受講者数によっては1名あたり単価が高くなる

○他社の受講者さまとの異業種交流ができる
○事務局のご負担が少ない
○1名あたり単価が明瞭
△研修内容、時間、開催日、講師はあらかじめ決
まっている（カスタマイズ不可）
△オンラインツールはZoom指定

サービス概要
・特定の1社を対象として実施する。ご要望や課題を伺ったうえで
研修を組み立てる

・1クラスあたり30名までを推奨

・他社の受講者さまとの異業種交流かねてご受講いただくオープン
セミナー型の研修

・1名さまからお申込み可能

日程 お客様のご都合に合わせて調整のうえ実施
あらかじめ設定されている日程から選択
※4名以上お集めいただき、日程をリクエストすることも可能

オンラインツール Zoom、Teams、Webexほか、各種対応 Zoom

時間 ご相談により調整・決定 09:00～17:00が中心

研修プログラム ・業種や職種、課題に合わせて研修の進行方法などの調整が可能 内容の変更はなし（汎用的な内容で実施）

講師
研修テーマ、業種や職種、課題、受講者さまの特性を踏まえて最適
と思われる講師をインソース営業からご提案、ご相談のうえ決定

研修テーマを踏まえて最適と思われる講師をインソースが選定・
決定

アフターフォロー

①受講後アンケートの集計結果・講師報告書のご提出
②リマインドアンケート
③講師報告書にもとづくフォローアップ研修の実施
※②③はオプション

①専用WEBページ（WEBinsource）から受講後アンケートの閲覧が
可能
②新人対象の研修2日間以上のご受講で、新人フォロー研修(1日間)
を無料で受講可能

価格
①研修内容
②講師の拘束時間（半日／1日）
により決定（受講者人数による変動はテキスト代のみ）

24,200円（税込）～/名・日
トータル受講者数によって単価が安くなる「人財育成スマートパッ
ク」あり

キャンセル １５日前まで無償
６営業日前まで無償キャンセル可能
※受講形態(来場orオンライン)によって一部異なる場合があります

３-①．研修ご提供方法２パターン（講師派遣型研修／公開講座）

※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。
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３-②．インソースの公開講座の特長 ※オンライン講座も実施中

１ １日研修を標準とした３，１１４（※１）を超えるラインナップ

４ ご利用５回から最大５０％までお得な人財育成スマートパックも

５ リクエスト開催可能 ４名以上のご参加でご希望の日程にて講座を新規開設

３ 全国９都市 （※３）東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台・広島・宇都宮・幕張の開催

２ 年間７，１１６回（※２）を超える実施でお好きな研修をいつでも受講可能

６ グループワークを中心で、異業種交流も可能
具体的な事例やロールプレイを交えることで「実践的」スキルの習得や交流が可能

※１：2021年6月末時点
※２：2020年7月～2021年6月
※３：2021年6月末時点

■人財育成スマートパック

料金プラン ポイント 販売価格（税込） １回あたりの単価 値引き率

パック5 500ポイント ￥115,000 ￥23,000 12％

パック10 1,000ポイント ￥220,000 ￥22,000 16％

パック25 2,500ポイント ￥537,500 ￥21,500 18％

パック50 5,000ポイント ￥1,050,000 ￥21,000 20％

パック100 10,000ポイント ￥2,000,000 ￥20,000 24％

パック200 20,000ポイント ￥3,800,000 ￥19,000 28％

パック500 50,000ポイント ￥8,500,000 ￥17,000 35％

パック1000 100,000ポイント ￥15,000,000 ￥15,000 43％

パック2000 200,000ポイント ￥26,000,000 ￥13,000 50％

人財育成スマートパックとは、前もってご購入いただく回数券です。運用はポイント制で行っております。
（最もスタンダードな通常価格を基準にしております：￥26,400＝100pt）。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。

※なお、人財育成スマートパックの
ご購入には「WEBinsource」へご登
録が必須です。
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■レンタル視聴プラン

￥1,870～3,080(税込)/1名

期間限定で1週間の間に1回のみ、インソースのeラーニング配信システムに接続し、コンテンツを視聴できるプランです。
視聴のためにシステムやアプリケーションをインストールする必要はありません。インターネット接続環境があれば、視
聴可能です。

３-③．動画サービス（パッケージコンテンツ）のご案内

■買い切りプラン

インソースの動画教材・eラーニングは、ご要望やご状況に応じて、以下の３つのご提供プランからお選びいただけます。

￥198,000～(税込)

eラーニングコンテンツをデータごと購入できるプランです。
自社内で長期的に、繰り返し、複数の社員が視聴する場合は、こちらのプランがおすすめです。

■定額制見放題プラン

【月額】￥19,250～(税込)/50名
人数、テーマに合わせて動画コンテンツ見放題＋人事サポートシステムLeaf(LMS)をご利用いただけるプランです。
「LMS が整備されていない」「社員の勤務スタイルがバラバラで、集合研修・オンライン研修の実施が難しい」などの
お悩みをお持ちの組織におすすめです。
「10テーマプラン」「20テーマプラン」「無制限プラン」の3種類の料金プランがございます。

・コンプライアンス教育セット１
・コンプライアンス教育セット２
・新人・内定者教育セット

・生産性向上基本教育セット
・管理職・リーダー向け基本教育セット
・コミュニケーションスキル教育セット

商品ラインナップ

・10テーマプラン：【月額】￥350/1名（税抜）
・20テーマプラン：【月額】￥400/1名（税抜）
・無制限プラン(93テーマ)：【月額】￥500/1名（税抜）

料金プラン ※最低利用数は50ID

※最低利用期間は半年間※初期費用（税抜） ・6ヶ月～1年未満：￥100,000 ・1年以上：無料

ラインナップやサンプル動画は、「動画百貨店」からご確認いただけます！

https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/lineup.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/lineup.html
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３-④．動画サービス（オリジナルコンテンツの制作）

インソースグループでは貴組織のご要望に応じて、オリジナルのコンテンツ制作を承ることもできます。
まずはご要望をお聞かせください。ヒアリングを基に、ご提案書・お見積書を作成し、提出いたします。

①冊子教材付きインソースコンテンツ動画教材制作

ご要望に応じて冊子教材を作成し、インソース講師の解説
動画を制作してともに納品いたします。

動画：60～120分、冊子教材：10～45ページ
料金：90万～200万円

②インソースコンテンツ動画教材制作（講師登壇スタイル）

ご指定のテーマについて、講師がホワイトボードを用いて
解説いたします。納品物は動画データです（冊子教材はあ
りません）。

動画：30分程度、料金：60万円～

③インソースコンテンツ動画教材制作（スライド＋登壇映像）

テーマについて、スライド資料を作成します。そのスライ
ドに講師の解説動画を組み合わせ、動画化します。納品物
は動画データです（冊子教材はありません）。

動画：60分程度、料金：90万円～

⑤インソースコンテンツ動画教材制作（講師語り＋テロップ）

テーマについて講師が語ります。それを補足するべく、テ
ロップや注意書きが映像に添えられます。納品物は動画
データのみです。

動画：30分程度、料金：60万円～

貴社コンテンツの動画化をお手伝いいたします！

貴社の教育コンテンツを動画化するお手伝いをいたします。
貴社の社内講師の登壇風景を撮影・編集することも可能です。
まずはご要望をお聞かせください。

動画：60分程度、料金：20万円～

⑥ドラマ仕立て動画教材制作

映像のコンセプト・流れイメージを基に、台本を作成し、
ロケを行い、役者の演技を撮影いたします。その後、編集
いたします。

動画：10分程度、料金：250万円～

⑦モーションコミック動画教材制作

マンガかによる取材をした後、マンガの制作を行い、完成
したマンガに声優による音声や動きを加える編集を行いま
す。

動画：10分程度、料金：180万円～

⑧スライド動画教材制作（登壇映像なし）

見やすく分かりやすいスライドをデザイナーが作成し、ナ
レーターによるナレーション収録を行い、映像教材を制作
します。

動画：20分程度、料金：80万円～

④インソースコンテンツ動画教材制作（スライド＋AIナレーション）

テーマについてスライドを基に、AIナレーションが原稿を
読み上げます。原稿は事前に内容を確認することができ、
言葉の選定や原稿の修正も承ることができます。

動画：10分程度、料金：30万円～
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３-⑤．ｅ-ラーニング/研修システムＬｅａｆ（次世代型ＬＭＳ）

■研修管理機能
集合研修・ｅラーニングをひとつの
機能で管理できます。Ｚｏｏｍなど
でのオンライン研修へもワンクリッ
クで迷わず参加できます。

■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
研修の事前・事後課題やアンケート、
テスト作成し、配布、回収までWEB
上で完結します。提出状況もひとめ
でわかり、リマインドも簡単です。

■ｅラーニング機能
手元にある動画ファイル、
PowerPointやPDFなどのスライド資
料とテストを組み合わせて、手軽に
ｅラーニングを始められます。

※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。

170万人(※21年9月時点)が利用する日本最大級のＬＭＳ『Leaf』が、以下のような御社の課題を解決します。

✓ 手軽にコストをかけずにe-ラーニングやZoomを使った研修、教育を増やしたい・・・

✓ せっかく入社してくれた新入社員の成長をずっと見守っていきたい・・・

✓ 今使っているＬＭＳの性能やコストに不満があるから変えたい・・・

年間20,000回以上もの研修に携わるインソースのノウハウを凝縮した、

まさに人事・教育ご担当者さまの“相棒”になる機能が満載です。

理想の教育も、時短も両方叶う。それを実現できるのが研修管理システム「Leaf」です。
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２０２２年はDXをプラス！Pythonが使える新人を育てる

DX関連研修 ラインナップ３
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２０２２年は、ＤＸ研修をプラス！

なぜ新人にＤＸ研修を行うのか？

⚫ デジタルネイティブ世代であり、もともとＩＴリテラシーが高い
⚫ 教育の時間が容易に確保しやすい

新人・内定者をＤＸ人材に育成するメリット

⚫ 組織の中にいると気づかない、フラットな視点で業務を見つめ直すことができる
⚫ 不足するＤＸ人材を確実、廉価に確保できる
⚫ 業務とＩＴの両方が分かる、自組織の将来を担う人材を一気に養成できる

プラスαで、期待されること・メリット

⚫ 実際のDX推進活動は、業務をよく知るベテラン社員と新入社員とが一緒に進める
➡「新人・内定者のデジタル技術」と「先輩や上司の業務知識」をコミュニケーションで
つなげることで、組織の交流や生産性の向上にもつながる

【参考】インソースの例 ～２０２１年４月入社の新入社員全員にPython研修を実施

■対象者 2021年4月入社の新入社員28名（ほとんどがプログラミング言語未経験の文系社員）
■研修期間 約２週間（ウェブアプリ開発人材育成コース/ＡＩ開発人材育成コース/データ活用人材育成コースのいずれか）
■成果物の例 ① 緯度から気温を予測するシステム

② 顧客管理システムからダウンロードしたデータをテレアポリストとして整備するシステム
（手作業で15分かかっていた作業が15秒に）

■受講前後の変化 受講前➡8割の社員が「研修についていけるか、理解できるか不安」と回答
受講後➡多くの受講者が「思っていたよりも簡単」と回答。かつ、Pythonの理解のみならず、

論理的思考力、課題解決力、タイピング速度等が向上したと回答
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ウェブアプリ開発人材育成コース（１２日間）

「自社に最適なシステムを、自社をよく知る社員が自ら作れる」という理想的な状態を目指す

ＤＸ人材育成ラインナップ

プラン１

データ活用人材育成コース（１２日間）
データを活用・分析した施策の立案・評価ができるようになる
エクセルで扱うのが難しい大量のデータを分析や処理できるようになる

ＡＩ開発人材育成コース（１４日間）

ＡＩを使った簡易的な機能を作れるようになる（簡易な画像認識、文章の自動生成、データ予測など）

プラン２

プラン３

Python学院 ～短期集中講座（５日間）

Python基本文法から、「Excel操作の自動化」と「Web上からの情報収集の自動化」までを5日間で学べる
★2021年10月以降の講座を、学生・内定者向けキャンペーン価格でご提供中★

プラン５

Python学院～Excel操作自動化編（１日間）

「Excel操作の自動化」を中心とした便利な技術・テクニックを、1日間で学べる

プラン６

新人向けＩＴリテラシー研修（１日間）

社会人として基礎的な「ＩＴリテラシー」を身につけることを目指す

プラン４

研修名をクリックすると、インソースHP内にて詳細ご案内ページをご覧いただくことができます。また、講師派遣型（オーダーメイド
型）での研修のご提供や、ｅラーニングコンテンツもご用意しています。

公開
講座

公開
講座

公開
講座

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

公開
講座

講師
派遣

■ ＤＸ・ＩＴ関連動画教材ラインナップ

ＤＸ理解研修／システム・ＩＴ理解研修／Ｏｆｆｉｃｅ Ｅｘｃｅｌ講座 など

買い切り レンタル 定額制

価格：408,700円（税込）/名

価格：508,500円（税込）/名

価格：437,300円（税込）/名

価格： 30,500円（税込）/名

価格： 99,000円（税込）/名

価格： 36,600円（税込）/名

https://www.insource.co.jp/bup/it_dx-web.html
https://www.insource.co.jp/bup/it_dx-data.html
https://www.insource.co.jp/bup/it_dx-ai.html
https://www.insource.co.jp/bup/python-dx.html
https://www.insource.co.jp/bup/python-excel.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_it-literacy-for-newcomer.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/lineup-technical.html#it
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指導者向け、内定者時代から若手リーダー育成までトータルサポート

ＯＪＴ/メンター/内定者/ ２～５年目研修４
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内定者オンラインセミナーラインナップ（３月まで毎月開催）

研修名をクリックすると、インソースHP内にて詳細ご案内ページをご覧いただくことができます。
内定者オンラインセミナーでは、全7テーマ18講座をご準備しています。
1講座あたりの所要時間は120分です。強化したいテーマを中心に複数講座の受講を推奨しております。

講師
派遣

公開
講座

２．ビジネスメールの基本編

①知っておきたい基本のメールの書き方

②相手に好感を持たれるメール術

③ビジネスでの文章の書き方

４．パソコンの活用術編

①PC・オンラインツールの使い方

②人と差がつく資料のつくり方を学ぶ

５．言葉遣いと電話応対編

①敬語・ビジネス用語の使い方

②今のうちに身につけておくべき電話応対
～受け方編

③今のうちに身につけておくべき電話応対
～かけ方編

６．職場でのコミュニケーション編

①上司・先輩とのコミュニケーションを学ぶ

②先輩の経験談から学ぶ～困難の乗り越え方

７．入社直前の総仕上げと準備編

①社会人直前！ビジネスマナーの基本

②社会人での目標・キャリアを考える

③知っておきたい営業の基本

内定式

１．内定式に向けた準備編

①内定式に臨むマナー（9月、10月開催） ②気をつけたいSNSの使い方（9月、10月開催）

※2021年新作 ※2021年新作

３．社会人の基礎知識編

①会社の数字の見方を知る

②業界研究の仕方を学ぶ

③社会人になっても役立つ新聞の読み方

入社式・新人研修

https://www.insource.co.jp/bup/bup-how-to-email-writing.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-goodfeeling-mail-writing.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-naitei-businessbunsyo.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_how-to-use-pc-tools-basic.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_material-creation.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_how-to-speak-basic.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_how-to-call.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_how-to-call.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-naitei-phone-call.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-naitei-phone-call.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-jyoshi-senpai-communication.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-learn-from-experience.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-business-manner-naiteisha.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_think-goal-career.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-naitei-sales.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-naitei-shiki.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-how-to-use-sns.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-naitei-suji.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-business-research.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_how-to-read-newspaper.html
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研修名をクリックすると、インソースHP内にて詳細ご案内ページをご覧いただくことができます（日数の記載がないものは１日間研修）。

指導者（上司・先輩）向け研修ラインナップ

研修名

１ ＯＪＴ指導者研修 ～新人・後輩指導の基本スキル習得編

２ ＯＪＴステップアップ研修～関係構築・フィードバック編

３ メンター研修

４ リーダーのためのレジリエンス研修～自分・部下・チームのレジリエンスを高める

５
テレワーク時代のリーダーコミュニケーション研修
～「会えない」「見えない」「伝わらない」を解決する

６ リモートワーク時代の管理職研修～共通のルールづくりで成果をあげる

７ テレワークにおけるメンタルヘルス研修～ラインケア

８ 部下の育て方研修～面談とフィードバックで経験学習サイクルを回す

９ 行動経済学を活用した部下指導研修～ＥＡＳＴで部下の主体性を引き出す

10 部下モチベーション向上研修～アドラー心理学を活用し、部下を勇気づける

NEW

NEW

NEW

■ 指導者（上司・先輩）向け動画教材ラインナップ

ＯＪＴの進め方講座／リモートワークでのＯＪＴのポイント／ティーチング研修／

コーチング研修／フィードバック研修／メンター講座／部下モチベーション向上 など

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

買い切り レンタル 定額制

NEW

https://www.insource.co.jp/bup/bup_kanrishoku2.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_ojt_followup.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_menter.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-resilience-leader.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-telework-leader-communication.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-telework-leader-communication.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-remote-rule-making.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-telework-line-care.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-interview-learning-cycle.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_behavioral_economics_development.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-individual-psychology.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/lineup.html#ojt
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研修名をクリックすると、インソースHP内にて詳細ご案内ページをご覧いただくことができます（日数の記載がないものは１日間研修）。

研修名

１ 若手社員研修～主体性の発揮

２ 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

３ 壁を乗り越える研修～考え方を切り替え、ワンランク上の仕事を目指す

４ 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

５ 分かりやすい説明の仕方研修

６ ロジカルシンキング研修～情報を整理し、結論を導く

７ 仕事の進め方研修～ＰＤＣＡを強化する

８ 若手社員研修～経験学習サイクルを回し、自己成長を加速させる

９ ２０代向けキャリアデザイン研修～Ｍｕｓｔ・Ｃａｎ・Ｗｉｌｌでキャリアを考える

10 主体性発揮研修～行動経済学を活用し、主体的に行動できるようになる

２～５年目向け研修ラインナップ

NEW

■２～５年目向け動画教材ラインナップ

主体性発揮講座／会社の数字の見方を知る／20代向けキャリアデザイン／

対人関係構築講座／テレワーク時代の仕事の進め方／ロジカルシンキング など

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

公開
講座

講師
派遣

買い切り レンタル 定額制

NEW

https://www.insource.co.jp/bup/bup_follow.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_shinjin_consideration.html
https://www.insource.co.jp/bup/over_the_wall.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_sonota8.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_directions.html
https://www.insource.co.jp/bup/newcomer_logical.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_shigoto1.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup-wakate-learning-cycle.html
https://www.insource.co.jp/bup/bup_20_careerdesign.html
https://www.insource.co.jp/wakate/nudge-independence.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/shutaisei_hakki.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/ai_suujino_mikata.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/20career_must_can_will.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/good-relationship.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/work_terework.html
https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/logicalthinking_slide.html

