


時間 内容 

午前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

１．コミュニケーションの基本 
（１）ビジネスパーソンに求められるコミュニケーション 
（２）目指すは「この新人に仕事を任せてみよう」と信頼してもらうこと 
【参考】コミュニケーションのリスクを意識する～コミュニケーションは思うよりも大変 
 
２．「きく」の意味  
（１）３つのきくスキル～「聞く」「聴く」「訊く」 
【ワーク】ここまでの研修の受講態度を振り返り、「きく」の姿勢を確認する 
 
３．「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）新人にとって「聴き方」を鍛えるメリット 
 【ワーク】よく使うあいづちを書き出す 
 【ワーク】よく使う反復の仕方、場面を振り返る 
 【ワーク】「聴く」スキルを実践し、チェックシートを用いてフィードバックし合う 
 
４．「訊く」スキル＝「質問力」のポイント 
（１）「訊く」スキルとは？ 
 ・相手に確認したいことを「訊く」～新人のうちはわからないことを訊くのも仕事  
 ・相手に要望するときに「訊く」 ～依頼する際の適切な尋ね方 など 
（２）「訊き方」の種類（拡大質問と限定質問、肯定質問と否定質問 等） 
 【ワーク】「訊く」スキルを実践し、チェックシートを用いてフィードバックし合う 
（３）適切な訊き方 ～クッション言葉で丁寧に訊く 
 
５．「言いたいこと」をわかりやすく伝える 
（１）言いたいことをわかりやすく伝えるとは 
（２）話の前に「人」と「人」との触れ合いがあるとはどんなことか？ 
（３）話す上で重視すべきこと 
（４）なぜ、相手の気持ちになって話すのか 
（５）話す「姿勢・態度・表情」のポイント～見栄えは重要です 
（６）用語の共通化～業界用語は通じない 
 【ワーク】自分たちの周りの「専門用語」や「カタカナ語」を洗い出し、共有する 
（７）会話の締めくくり方 
（８）「話す」特訓  
 【ワーク】新人として、今後、意識して取り組みたいことを具体的に３つ挙げ、メンバーに伝える 
 
６．本日の研修を振り返って  

今も昔も、ビジネスにおいて必要な能力のひとつが「コミュニケーションスキ
ル」であることは、間違いありません。コミュニケーションツールが進化し、人
材も働き方も多様性を増す今、そして今後のビジネスシーンにおいては、コ
ミュニケーションスキルの必要性はますます高まっていくでしょう。 

一方で、コミュニケーションの具体的な方法、例えば、「対面での人の話の聞
き方」、 「理解したことを相手に伝える姿勢」、「適切な質問の仕方」、「相手
に伝わりやすい話し方」を 新入社員の皆さまが丁寧に教わる機会は、年々、
少なくなってきているのではないでしょうか。 

特に個々人がパソコン画面を見つめて仕事をしていたり、業務や仕事の進
め方を教える上司や先輩自身がプレイヤーとして多忙を極めたりしていると、
日々の業務の中で上記のような細かく具体的なコミュニケーションスキルの
指導をすることは難しいのではないかと推測されます。  

 

◆インソースの「ビジネスコミュニケーション研修」をお勧めする理由  

インソースの「コミュニケーション研修」では、コミュニケーションの３大要素で
ある「傾聴スキル」「質問スキル」「話すスキル」を１日で習得することを目的
としています。新入社員がこれらのスキルを発揮できると、周囲の先輩や上
司、取引先のお客さまは、安心して「この新人に仕事を任せよう」と思えます。 

新入社員向けのコミュニケーション研修のゴールは、この「周囲に不安を抱
かせず、信頼して仕事を任せてもらえるようになること」と言っても過言では
ありません。 



時間 内容 

午前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

１．はじめに 
【ワーク】こんなときどうする ～想定外の出来事が発生した際に、どんな対応をするか考える 
 
２． ビジネスパーソンにおける情報の取り扱い方 
（１）ビジネスには「情報」が欠かせない  （２）相手の立場で、「情報」の価値を考える 
（３）情報のやり取りで、ビジネスパーソンとして信頼を得る 
 
３． 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 
 
４． 報告する 
（１）新人・若手に求められる「報告」  （２）悪いことこそ早く伝える 
（３）伝え方 ～相手の立場で考える 
 【ワーク】相手の立場で考え、２パターンの報告のうち、どちらが伝わりやすいかを考える 
（４）困った時は「クッション言葉」 
 【ワーク】忙しそうな上司、先輩に話を聴いてもらうための声のかけ方をトレーニングする 
（５）こんな時どうする ～報告の手段を考える 
 【ワーク】電話・メール・メモで報告をする際の注意点を洗い出す 
 【ワーク】報告すべき内容をメモに記す（報告メモ作成ワーク） 
 
５． 連絡する 
（１）報告と連絡の違い  （２）利害関係者を思い浮かべる  （３）連絡をする際の注意点 
 
６． 相談する 
（１）聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥  （２）相談の前にすること 
（３）新人・若手に求められる相談の仕方 
 【ワーク】新人として、わからないことを相談する際のこのましい姿勢・心構えを考える 
（４）成長とともに変えていく相談の仕方 
（５）相談の後には、必ず感謝を伝える 
【ロールプレイ】お客さまへの対応について迷った際の上司への相談をロールプレイで実践する 
 ※タイプの異なる上司への相談の仕方（工夫）をロールプレイで挑戦する 
 
７． 報告・連絡・相談は組み合わせて実施する 
（１）「報告」「連絡」「相談」は組み合わせ 
（２ 相手に伝える際は、細分化する 
【ケーススタディ】自分では判断できない状況において、誰に、どのように現状を報告し、 
 次の対応について相談するかを考える 
 
８． まとめ 

新人が業務や仕事を覚えていくとともに、機械が増えていくのが「報告」「連
絡」「相談」です。特にＯＪＴ指導や先輩、上司が忙しい職場の場合、新人の
多くは、「報告」「連絡」「相談」のタイミングをつかみにくく、一人で業務や仕
事を抱えてしまったり、悩みを抱えてしまうことがあります。それは新人の成
長の妨げにもなりますし、組織やチームとしては、貴重な時間や教育の機会
の損失にもなりかねません。また、仕事をある程度任され始めると、クライア
ントやお客様など、関係者に迷惑をかけ、リスクとなる恐れもあります・ 

 

◆インソースの「ホウ・レン・ソウ研修」をお勧めする理由 

インソースの「ホウ・レン・ソウ研修」はコミュニケーション研修（新人のための
～のリンク）やビジネス文書研修（リンク）同様、一人前のビジネスパーソンと
して認められ、信頼して仕事を任されることをゴールとしています。そのため
に必要な、社会人としての心構えを前提に、「報告」「連絡」「相談」それぞれ
のシーンで、具体的に何をどうしたらいいのかをお伝えいたします。ケースス
タディにも取り組んでいただき、翌日から実践いただける構成です。 

実際に、上司や先輩とともに働き始めてからご受講いただくと、課題や悩み
を解決する研修になります。一方、まだ現場や職場に配属されていない新人
でもイメージができるよう、「先輩の失敗談コラム」をテキストにも盛り込みま
した。具体的でリアルなケースを取り上げることで、仕事を始めた際に、どん
な点に注意しなければいけないのかを学んでいただける内容となっています。 



時間 内容 

午前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

１． ビジネス文書とは ～基礎知識 
（１）はじめに 
【ワーク】ビジネスパーソンとして、なぜ、文書作成スキルが求められるのかを考えましょう。 
（２）良いビジネス文書を書くうえで、最も大切なこと  （３）ビジネス文書の種類 
（４）ビジネス文書作成の基本  （５）ビジネス文書の構造 
  
２． 社内文書① ～基礎知識 
■ 社内文書の基本形 
  
３． 社内文書② ～報告書 
（１）報告書の全体構成  （２）報告書の基本構造  （３）報告書の注意事項  
 
４． 社内文書 ～まずは、日報からはじめましょう 
（１）日報の目的 ～なぜ日報を書かなくてはいけないのか 
（２）日報の構成  （３）日報の内容 ～書くべきポイントは２点  
（４）日報記入の所要時間と目安量  （５）日報記入の注意点  
 
５． 社内文書③ ～議事録・連絡書・稟議書 
（１）議事録の全体構成  （２）議事録とは  （３）議事録の基本構造  
（４）連絡書  （５）稟議書（起案書・回議書・決裁書・伺い書） 
  
６． 社外文書① ～基礎知識 
（１）基本形 ～慣用表現を活用して丁寧に  （２）社外文書のあいさつと結びの慣用表現 
（３）封筒・はがきの宛名の書き方  
 
７．社外文書② ～文例 
（１）書類送付状  （２）ファックス送付状  （３）招待状・案内状  
（４）お祝い状  （５）お詫び状  （６）お礼状  （７）依頼状  （８）報告書  
 
８．Ｅメール① ～基礎知識 
（１）Ｅメールの全体構成  （２）各項目の書き方の慣例  （３）Ｅメールの注意事項 
  
９． Ｅメール② ～文例 
（１）連絡のメール  （２）質問のメール  （３）報告のメール  （４）お礼のメール 
（５）依頼のメール  （６）お詫びのメール  
（７）英文メール ～①基本構造、②作成のポイントまとめ、③注意事項  
【参考資料①】文書表現の注意点（詳細）  
【参考資料②】敬語表現  

本研修では、Ｅメール、報告書、議事録、送付状、お詫び状など、各ビジネス
文書を作成するための基本の基本をお伝えいたします。組織内外とわず、ビ
ジネスにおける関係者から信頼を得られるような文書を作成し、「この人に
仕事を任せよう」と思ってもらえるような新入社員になっていただくことを目指
します。 

 

◆インソースの「ビジネス文書研修」をお勧めする理由 

人には見慣れた「型」があります。ビジネスシーンでも、社会人が読みやすい
文書には「型」があります。それがマナーと同じように「常識」となり、仕事を
円滑に進めるための「ルール」にもなっています。新入社員の文書作成力向
上には、この「型」、「常識」、「ルール」を共有し、根気強く教えることが欠か
せないのです。 

インソースのビジネス文書研修では、この「型」や「常識」、「ルール」を徹底
的にお伝えします。具体的かつ細かいルールが洗い出されており、どういっ
た点に留意すると、相手が読みやすいビジネス文書になるのかが新入社員
でも理解しやすい内容となっています。 



時間 内容 

午前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

１．新人世代に求められる仕事とロジカルシンキング 
（１）自立的な仕事に移行するために 
（２）仕事において意識すべき３つのこと 
（３）３つのステップでロジカルシンキングを身に付ける 
 ①整理するステップ→②結論を出すステップ→③わかりやすく伝えるステップ 
 
２．ＳＴＥＰ① ～整理する 
※これ以降、こちらで設定したケース（設定）の中に登場する主人公の若手社員として 
  各プロセスで様々な題材に対し実際に考えていただきます。 
【ワーク】会議中に出た意見を整理する 
（１）整理の基本はグルーピング 
【ワーク】「意見を発言者別に整理する」以外の方法でグルーピング 
（２）モレなくダブリなくという考え方 
【ワーク】「応対者個人」と「会社としての仕組み」の問題で分けて整理 
 
３．ＳＴＥＰ② ～結論を出す 
【ワーク】会議の内容を整理した上で、自分なりの考えを導く 
（１）まず、目的を意識する 
（２）「だから」と「なぜなら」（Ｓｏ Ｗｈａｔ？/Ｗｈｙ Ｓｏ？）  
【ワーク】「結論」と「根拠」を図解を用いて考える 
 
４．ＳＴＥＰ③ ～わかりやすく伝える 
【ワーク】「自分なりの考え」を説明してみる 
（１）結論重視で話す～ＰＲＥＰ法（プレップ法） 
【ワーク】「自分なりの考え」をＰＲＥＰ法を意識して説明してみる 
（２）その他の話の展開手法 
 
５．総合演習 
【ワーク】本日の研修で学んだことを整理し、実際の仕事の中で活かすのかを報告書として 
      作成し、グループ内で発表（論理的にわかりやすく説明）する。 

「近頃の新人は、すぐに『どうしたらいいですか？』と聞くばかりで、ちっとも自
分で考えようとしない―」職場の先輩方からよく耳にする小言ですが、もしか

したらそれは、“考えようとしない”のではなく、“考える手法を知らない”だけ
かもしれません。「自分の考え」を提示するためには、そこに行きつくための
「情報を整理する力」とそこから「結論を導き出す力」が必要です。そこで役
立つのがロジカルシンキングなのです。 

 

◆インソースの「ロジカルシンキング研修」をお勧めする理由 

「自分の考え」を提示するためには、「情報を整理する力」とそこから「結論を
導き出す力」が必要です。そこで役立つのがロジカルシンキングです。さらに、
自分の考えを「相手にわかりやすく伝える力」が身につくと、職場での上司や
先輩とのやり取りが格段にアップします。 

本研修では、ワークを通して以上の３つの力を強化していきます。 



時間 内容 

午前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

１．はじめに 
【ワーク】営業職の仕事で①楽しみに思うことと、②不安に感じることを、話し合いましょう。 
 
２．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 
 
３．見込み客を探し、アポ（アポイント）を取る 
（１）お客さまに電話をする 
（２）テレアポのコツはシナリオを作ること 
【ワーク】ペアになり、営業担当者役とお客様役に分かれ、を練習する 
（３）訪問の約束を取り付ける  （４）訪問を断られたら ～アポ取得失敗も営業にとっては「利」 
【参考】 営業における「認知」の法則 
 
４．準備を万全にして、訪問する 
（１）外出前に確認する① ～訪問の目的  （２）外出前に確認する② ～持参するもの 
（３）外出前に確認する③ ～身だしなみ 
【ワーク】ペアになって、身だしなみをチェックする 
【ワーク】自社および商品・サービスにふさわしい身だしなみを考える  
（４）訪問から着席まで  （５）スマートに名刺を交換する  （６）プラスの一言が大事 
 
５．自社、商品、サービスを説明する 
（１）自分の会社を紹介する  （２）プレゼンの基本 
（３）自己紹介を求められたら 
【ワーク】自己紹介ネタを考える 
（４）相手の興味を探る  （５）営業は話すより聴き深める ～情報収集の大切さ 
 
６．商品・サービスを売る 
（１）いよいよ売れるかどうかを確認する 
（２）必要に応じて正式な提案機会を取得する 
【ワーク】自社に戻り、上司に確認して、再度提案する旨を伝える文言を考える 
（３）お客さま（担当者）に動いてもらうために  （４）提案書と見積書 
 
７．受注する（売上が支払われる） 
（１）めでたく受注が決まったら  （２）事務面でミスをしない 
（３）受注・失注問わず、お客さまとの関係性は続く 
（４）営業活動で得た情報を有効に活用する 
【参考】上司・先輩からの信頼を獲得する 
（１）上司・先輩から積極的に学ぶ  （２）「ホウ・レン・ソウ」を徹底する 
 
８．まとめ 

本研修では、営業活動における基本的な知識と流れを学んでいただきます。
各営業プロセスにおいて、行為の目的もお伝えするため、初めて営業される
方にわかりやすい内容です。 

 

◆インソースの「営業基礎研修」をお勧めする理由 

組織が営業職の社員に求める役割を踏まえ、営業に必要な「売上」「利益」
などの知識を学んでいただきます。それを踏まえて、基本的な営業の５つの
ステップについて学んでいただきます。 

 ステップ１．見込み客を探し、アポを取る 

 ステップ２．万全の準備で訪問する 

 ステップ３．自社・商品・サービスを説明する 

 ステップ４．商品・サービスを売る 

 ステップ５．受注する 
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定額制クラウド型eラーニング「STUDIO」から、２ヶ月限定１テーマから受講
可能な「STUDIO mini」が誕生しました！ 

「STUDIO mini」では、１テーマ８６４円（税込）から２ヶ月限定でeラーニング
受講が可能です。これまで「STUDIO」ではお応えすることができなかった
「短期間でeラーニングを受講したい！」「受講は1テーマだけでいいんだけ
ど・・・」といったご要望に「STUDIO mini」がお応えいたします！ 

社会人として押さえておきたい「ビジネスマナー」や「コンプライアンス」はもち
ろん、ダイバーシティやアサーティブコミュニケーションといったテーマの受講
が可能です。 

 

STUDIO mini 充実の６５テーマ（※一部抜粋） 

映像で学ぶビジネスマナー メンタルヘルス セルフケア 

クレーム対応  営業基礎 

社会常識  アニメで学ぶ窓口対応 

仕事の進め方  ロジカルシンキング 

オトナの言葉遣い ＯＪＴの進め方 

コンプライアンス  Ｏｆｆｉｃｅ ２０１０ Ｐｏｗｅｒ Ｐｏｉｎｔｏ 

個人情報保護          ・・・など 

 

お申し込み後、ミテモより受講者用のID・パスワードを最短2日でお送りい
たします。ID・パスワードを受け取ったのち、受講者へのお知らせいただけ
れば受講開始です。 

 
 

「STUDIO mini」に関するご不明点、ご質問がございましたら、お電話にて
お問い合わせください。 

※電話営業時間 月～金 8：30～17：30（祝日を除く） 
 

 


