
おすすめ研修のご紹介PICK
UP

・ベテラン向け若手育成研修～いまどき世代のタイプ別指導法
・ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編

世代差を越えたＯＪＴの進め方とは

14

2February

毎年、若い部下や後輩を持つベテラン層から、「近頃の若い者は・・・」という枕詞とともに様々な「嘆き」の声を耳にします。
後から入ってきた「若者」が、先に入った「大人」よりも知識や経験が乏しいのは当然であり、大人から見れば非常識な行動を若者たちの中に
見ることは、今の時代に始まったことではありません。
ただ、ここ最近は、そうした若さゆえの至らなさとは別の、価値観の「ズレ」のようなものを感じることがあるようです。
では、一体何かそのようなズレを生む遠因となっているのでしょうか。

世代間の理解しがたいズレを生むものとは

生まれた時にはすでにバブルが崩壊していた今の若手世代は、それ以降、一度として好景気を実感として体験することなく今日に至っていま
す。幼いころから「リストラ」「負け組」「格差社会」といった言葉を常に耳にしながら育ってきたため、基本的に社会とは暗く厳しいものだと捉
えています。少子高齢化が進行し、さらなる経済の飛躍も期待しづらい今の日本の中で、明るい未来を描けという方が無理な話なのかもしれ
ません。そのため、基本的に彼ら彼女らは、”無駄な”上昇志向は抱かず、ほどほどの生活が実現できればよいと考えます。
出世を渇望し、ライバルと競い合いながらモチベーションを高めてきた「大人世代」にとっては、彼ら彼女らのガツガツしない行動姿勢は、理
解しがたい行動と映るのかもしれません。

不景気しか知らない世代

子供の頃からインターネットやパソコン、スマホなどが身近にある生活環境の中で育ってきた彼ら彼女らは、テレビよりもネットの影響をより
強く受け、仲間とのコミュニケーションも、電話よりメール、メールよりＳＮＳを主たるツールにしてきました。また、分からないことがあれば検
索すればよい、自分で考えて書くよりもコピペした方が早い、という”合理的”な発想が染み付いています。
そのため、自らの頭で考える習慣が身に付いておらず、手っ取り早く”正解”を教わろうとする傾向があります。それが職場でも、「言った通りの
ことしかしない」「何でもかんでも訊いてくる」といった、大人世代のボヤキを誘う行動に現れてくるのでしょう。

デジタルネイティブの世代

「ゆとり世代」とは、２００２年度に施行された学習指導要領による教育（いわゆるゆとり教育）を受けた世代のことを指し、１９８７年から１９９５年
の間に生まれた世代の人たちが、特にその教育の影響を色濃く受けていると言われています。
「個性の尊重」という名のもとで教育を受けてきた彼ら彼女らは、教師から否定された経験がほとんどないといわれており、また、受験競争に対
する反省の下、「過度の競争は悪」という考え方から、同年代と競い合わせない育てられ方をしてきました。それが結果的に、「ちょっと叱るとす
ぐ辞めてしまう」「ストレスに弱い」といった、この世代特有の評価につながっているものと思われます。

ゆとり教育を受けてきた世代

「理解できない」と思われるような若者世代の言動も、その育ってきた背景を知ることで、共感まではできなくとも納得することができます。
また、「常識がない」と一方的に決めつけるのではなく、「常識の違い」として客観的に捉えることで、不必要な対立を避けることができます。
もちろん、職場というフィールドでの常識を司るのは「大人世代」ですから、基本的に「若者」は「大人」の常識に合わせる必要がありますが、変
化の激しい現代においては、「大人世代」の常識が、すでに時代に合わなくなっている可能性も一度は疑ってみるべきです。
価値観や考え方の異なる彼ら彼女らを受け入れつつ、どう折り合いを付けて組織貢献へとつなげていくかが、世代差のある部下・後輩の育
成指導におけるカギと言えるでしょう。

「常識のなさ」ではなく「常識の違い」
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時間 開催日 研修名

大阪開催

コミュニケーション

時間 開催日 研修名

営業

考えるスキル
時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

業務改善

コールセンター

CS/接遇/クレーム対応

時間 開催日 研修名

書くスキル

研修名

伝えるスキル
時間 開催日

ビジネスマインド

14:00-17:00

大阪／札幌／仙台／名古屋／京都／広島／福岡

※各地域の開催場所は、ＷＥＢまたは受講票をご確認ください http://www.insource.co.jp/bup/bup_top.html  

研修時間 10:00-16:45 10:00-13:009:00-18:00 10:00-17:30 9:00-17:00 9:00-12:0013:00-16:00

部下育成

エリア開催スケジュール2

2月13日(火)

2月8日(木)

2月7日(水)

2月5日(月)

2月5日(月)

アサーティブコミュニケーション研修

アサーティブコミュニケーション研修

部下モチベーション向上研修

コミュニケーション研修

ファシリテーション研修

2月7日(水) 社会人１年目・２年目ステップアップ研修
～コミュニケーション力向上編

2月9日(金) （半日研修）アサーティブコミュニケーション
～言いにくいことを伝える

2月21日(水) 人を動かすコミュニケーション研修
～キーパーソンへ働きかける編

2月20日(火) アサーティブコミュニケーション研修

2月22日(木) （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

2月26日(月) 調整力発揮研修

2月14日(水)

2月2日(金) 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

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

2月14日(水) セールスプレゼンテーション研修

営業研修～ソリューション提案力向上編2月8日(木)

2月23日(金) （若手向け）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

営業マネージャー研修2月27日(火)

2月3日(土)

2月9日(金) ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する

2月16日(金) 図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

2月15日(木) クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

2月21日(水) 仮説構築力向上研修

2月19日(月) 創造力強化研修★開設１０周年記念★

2月22日(木) 問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

2月28日(水) ラテラルシンキング研修
～新たな発想を生み出す力を養う

2月28日(水) 企画力研修
～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

2月7日(水) ロジカルシンキング研修

2月16日(金) 企画力研修
～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ

2月22日(木) ロジカルシンキング研修

2月26日(月) マーケティング研修

2月1日(木) 業務フロー作成研修

2月6日(火) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

2月14日(水) 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

2月23日(金) Ｅメールの書き方研修～顧客満足度を高める編

2月19日(月) ビジネス文書研修

2月27日(火) パワーポイントプレゼンテーション研修

2月15日(木) 説得力強化研修～ディベートによる能力開発

2月5日(月) プレゼンテーション研修

プレゼンテーション研修（実践編）～成果を見据えた、
聞き手目線のプレゼンテクニック★開設１０周年記念★2月13日(火)

2月23日(金) 分かりやすい説明の仕方研修

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる2月14日(水)

2月19日(月) プレゼンテーション研修

（ＯＪＴ指導者向け）
新人・若手のホウ・レン・ソウ強化研修

（人事担当者向け）メンター制度導入による社員
育成を考える研修★開設１０周年記念★

接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する

2月2日(金)

2月7日(水)

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

2月1日(木)

2月3日(土) リーダーコミュニケーション研修

2月9日(金)

2月5日(月) リーダーコミュニケーション研修

人を動かすコミュニケーション研修
～キーパーソンへ働きかける編2月21日(水)

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

2月16日(金)

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

2月9日(金)

2月8日(木) 部下モチベーション向上研修

2月8日(木) メンター研修

（人事担当者向け）
メンター制度導入による社員育成を考える研修2月28日(水)

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

2月22日(木)

2月20日(火) 電話応対基礎研修

2月27日(火) コメント作成力強化研修
～お客様との会話を正しく記録する力向上編

2月6日(火) コールセンターマネジメント研修
～ＫＰＩによる目標達成編

2月14日(水) オペレータースキル向上研修
～相手が満足するトークスキル

2月15日(木)

2月23日(金)

2月20日(火) 事務職のための業務改善研修
～オペレーションミスを防止する編

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

職場環境の改善・活性化研修～５Ｓ活用編

2月21日(水)

2月22日(木) 管理職研修～「風通しのよい職場づくり」で
職場環境を整える編★開設１０周年記念★

現場活用のためのＡＩ・人工知能入門研修

2月28日(水) 業務改善研修

2月5日(月) 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

2月21日(水)

2月20日(火)

2月13日(火)

2月19日(月) 社会人２年目研修～意識転換と不安の払しょく
を図り、次のステージに進む

2月23日(金) 達成力強化研修～仕事を最後までやり抜く力を
身に付ける★開設１０周年記念★

若手社員研修～主体性の発揮

新人フォロー研修

中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者意
識をもって、周囲に働きかける存在になる

（半日研修）内定者研修～会社の常識

2月16日(金)

2月16日(金)

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
中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

2月2日(金) （若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

2月2日(金) （半日研修）内定者研修～会社の常識

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

2月26日(月)

2月27日(火)

OA/ITスキル

2月26日(月) （半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ２０１０

2月26日(月) （半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１０

2月13日(火) ＣＳクレーム対応研修

ビジネスマナー研修

2月1日(木) 秘書研修～秘書としての仕事の仕方

2月15日(木) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

2月9日(金)

2月21日(水) クレーム電話対応研修

ＣＳ向上研修～ホスピタリティの意識を養う

2月9日(金) （半日研修）クレーム対応研修
～ロールプレイングで猛特訓編

2月9日(金) 接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する

2月21日(水)

2月20日(火) クレーム対応力レベルアップ研修
～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する



時間 開催日 研修名

札幌開催

大阪開催

時間 開催日 研修名

仙台開催

時間 開催日 研修名

名古屋開催

14:00-17:00

大阪／札幌／仙台／名古屋／京都／広島／福岡

※各地域の開催場所は、ＷＥＢまたは受講票をご確認ください http://www.insource.co.jp/bup/bup_top.html  

研修時間 10:00-16:45 10:00-13:009:00-18:00 10:00-17:30 9:00-17:00 9:00-12:0013:00-16:00

時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

リスク管理

CS/接遇/クレーム対応

人事/総務/財務/法務

2月23日(金) リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法を学ぶ

2月5日(月)

2月8日(木)

（半日研修）コンプライアンス研修～個人情報
保護、情報セキュリティ、ＳＮＳのリスクを知る編
【遠隔リアル】（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

2月28日(水) メンタルヘルス研修～ラインケア

2月13日(火) 次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける

2月5日(月) リーダーコミュニケーション研修

2月3日(土) リーダーコミュニケーション研修

中級（課長級）管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

2月14日(水) 女性リーダー研修～スキルアップ編
「リーダーとして必要なスキルを習得・確認する」

2月7日(水) 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月16日(金) 管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

2月13日(火) 管理職研修～「予算」から見る管理職の役割編

2月5日(月) チームマネジメント研修～仕組み作りと
推進力を学ぶ★開設１０周年記念★

2月19日(月) 段取り研修～管理職としての基本的マネジメント
スキルを理解する

変革リーダー研修～人数を増やさず今の
メンバーで変革を実現する2月6日(火)

2月22日(木) 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月27日(火) 上級管理職研修

2月22日(木) 管理職研修～「風通しのよい職場づくり」で
職場環境を整える編★開設１０周年記念★

2月2日(金)

2月8日(木) 上級管理職研修

2月7日(水) 財務基礎研修

2月6日(火)

女性リーダー研修（２日間）2月19日(月）
　～20日(火）

プロジェクトマネジメント基礎研修

2月13日(火) ＣＳクレーム対応研修

ビジネスマナー研修

2月1日(木) 秘書研修～秘書としての仕事の仕方

2月15日(木) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

2月9日(金)

2月21日(水) クレーム電話対応研修

ＣＳ向上研修～ホスピタリティの意識を養う

2月9日(金) （半日研修）クレーム対応研修
～ロールプレイングで猛特訓編

2月9日(金) 接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する

2月21日(水)

2月20日(火) クレーム対応力レベルアップ研修
～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する

2月6日(火) 良い人材を見抜くための採用面接研修

2月14日(水) 研修担当者レベルアップ研修

2月2日(金) （社内講師向け）
ビジネスマナー体験研修★開設１０周年記念★

2月7日(水) （人事担当者向け）メンター制度導入による
社員育成を考える研修★開設１０周年記念★

2月27日(火) 研修講師養成研修

2月15日(木) 評価者研修

2月6日(火)

2月7日(水)

コミュニケーション研修

ビジネス文書研修

2月2日(金) 段取り研修～管理職としての基本的
マネジメントスキルを理解する

2月20日(火)

2月9日(金)

現場マネージャー研修

分かりやすい説明の仕方研修

2月13日(火)

2月14日(水)

電話応対基礎研修

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

2月15日(木) ビジネスマナー研修

2月5日(月) ファシリテーション研修

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！2月1日(木)

2月6日(火)

2月19日(月) プロジェクトマネジメント基礎研修

2月7日(水) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ
管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

2月21日(水) 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

2月8日(木)

2月22日(木) アサーティブコミュニケーション研修

2月22日(木)

2月23日(金) （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

【遠隔リアル】LGBT研修～ダイバーシティ＆
インクルージョンを実現する

新任管理職研修
～自信を持ってマネジメントを始める編（２日間）
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

2月20日(火) 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月16日(金)

2月27日(火) パワーポイントプレゼンテーション研修

2月15日(木)
　～16日(金）

2月21日(水) ３０代向けキャリアデザイン研修
～主体的かつ戦略的にキャリアを考える

2月23日(金) （半日研修）（管理職向け）コンプライアンス研修
～組織における不祥事防止

2月26日(月) 接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する

2月27日(火) 女性リーダー研修～スキルアップ編
「リーダーとして必要なスキルを習得・確認する」

2月28日(水) ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

2月28日(水) 社会人１年目・２年目ステップアップ研修
～コミュニケーション力向上編

2月1日(木) 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

2月2日(金) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

2月1日(木) 【遠隔リアル】リスクマネジメント研修～未然に
防ぐ方法を学ぶ

2月2日(金) 接客サービス・接客マナー向上研修

2月13日(火) アサーティブコミュニケーション研修

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる2月7日(水)

段取り研修～管理職としての基本的マネジメン
トスキルを理解する

2月8日(木)

事務職のための業務改善研修
～オペレーションミスを防止する編

2月14日(水)

2月14日(水) ＣＳ向上研修～ホスピタリティの意識を養う

2月15日(木) ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する

リーダー育成研修
～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）

2月16日(金) 分かりやすい説明の仕方研修

2月19日(月)

2月20日(火)

ロジカルシンキング研修

パワーポイントプレゼンテーション研修

事例で学ぶハラスメント防止研修～管理職として
パワハラのもたらす損害について考える

2月20日(火)

2月22日(木) ファシリテーション研修

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

2月23日(金)

2月26日(月)

2月9日(金) 研修講師養成研修

2月8日(木) 良い人材を見抜くための採用面接研修

2月15日(木)
　～16日(金）

（コールセンター向け）スーパーバイザー研修
～ＳＶとしての役割を知る2月21日(水)

図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ２０１０

2月27日(火)

2月28日(水)

2月28日(水) 職場環境の改善・活性化研修～５Ｓ活用編

2月8日(木)

2月8日(木)

2月7日(水)

2月7日(水)

2月6日(火)

2月2日(金)

2月5日(月)

2月7日(水)

2月1日(木)

2月1日(木)

2月2日(金)

2月5日(月)

2月5日(月)

2月6日(火)

2月9日(金)

2月9日(金)

2月8日(木)

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

ロジカルシンキング研修（実践編）
～論理的思考による問題解決

女性リーダー研修～スキルアップ編
「リーダーとして必要なスキルを習得・確認する」

営業研修～ソリューション提案力向上編

メンター研修

2月6日(火) 新人フォロー研修

（半日研修）ワーキングマザー向けキャリア研修

メンタルヘルス研修～セルフケア

2月2日(金)

ビジネス文書研修

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

（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

（半日研修）コンプライアンス研修～個人情報保
護、情報セキュリティ、ＳＮＳのリスクを知る編

段取り研修～管理職としての基本的マネジメント
スキルを理解する

組織のタイムマネジメント研修
～管理職の立場から組織の効率化を目指す

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

変革リーダー研修～人数を増やさず今のメンバ
ーで変革を実現する

【遠隔リアル】情報活用能力養成研修
～情報の収集・整理・分析編

（ＯＪＴ指導者向け）
新人・若手のホウ・レン・ソウ強化研修

秘書研修～秘書としての仕事の仕方

2月28日(水) （人事担当者向け）メンター制度導入による
社員育成を考える研修

2月6日(火) メンタルヘルス研修～セルフケア

2月6日(火) 電話応対レベルアップ研修

2月5日(月) 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

時間 開催日 研修名

マネジメント

評価・考課

2月8日(木) ５０代向けキャリアデザイン研修
～人生９０年時代のマネー戦略を立てる

2月26日(月) ３０代向けキャリアデザイン研修
～主体的かつ戦略的にキャリアを考える

キャリアデザイン



2月1日(木) 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

部下とのコミュニケーション実践研修
～多様化する部下への関わり方

2月7日(水) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

段取り研修～管理職としての基本的
マネジメントスキルを理解する2月15日(木)

2月16日(金) クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

2月20日(火)

2月26日(月)

ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する

研修担当者レベルアップ研修

2月20日(火) 【遠隔リアル】マーケティング研修

＜ケースで学ぶ＞（半日研修）実践アサーティブ
コミュニケーション研修～伝えにくいことを伝える

2月2日(金)

2月5日(月)

2月8日(木)

営業マネージャー研修

部下モチベーション向上研修

2月5日(月)

リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法を学ぶ

2月9日(金)

2月14日(水)

プロジェクトマネジメント基礎研修

分かりやすい説明の仕方研修

2月19日(月)

2月19日(月) （半日研修）クレーム対応研修
～ロールプレイングで猛特訓編

2月19日(月) 【遠隔リアル】管理職研修～「予算」から見る
管理職の役割編

女性リーダー研修～スキルアップ編
「リーダーとして必要なスキルを習得・確認する」

2月13日(火)

2月6日(火)2月6日(火)

事務職のための業務改善研修
～オペレーションミスを防止する編2月23日(金)

2月21日(水) 管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

2月21日(水) 【遠隔リアル】（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
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

2月22日(木)

リーダー育成研修
～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）

2月27日(火)
　～28日(水）

2月7日(水)

2月14日(水)

2月15日(木)

2月16日(金)

2月22日(木)

2月14日(水)

2月6日(火)

2月20日(火)

2月15日(木)

2月16日(金)

2月9日(金)

2月9日(金)

2月26日(月)

2月27日(火)

2月21日(水)

2月21日(水)

2月27日(火)

2月23日(金)

2月28日(水)

2月23日(金)

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

ロジカルシンキング研修（実践編）
～論理的思考による問題解決

女性リーダー研修～キャリアアップ編
「リーダーとしての自信をつける」

研修講師養成研修
～講師経験者のための研修スキル向上編

（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
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

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

電話応対基礎研修

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

ビジネスマナー研修

メンター研修

プレゼンテーション研修

労務管理研修

アサーティブコミュニケーション研修

部下とのコミュニケーション実践研修
～多様化する部下への関わり方

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

段取り研修～管理職としての基本的マネジメント
スキルを理解する

社会人１年目・２年目ステップアップ研修
～モチベーション向上編

プロジェクトマネジメント基礎研修

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

2月7日(水) 管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

2月16日(金) （ＯＪＴ指導者向け）
新人・若手のホウ・レン・ソウ強化研修

2月22日(木) クレーム電話対応研修

2月28日(水) 営業マネージャー研修

2月26日(月) セールスプレゼンテーション研修

2月8日(木)

2月8日(木)

評価者研修

パワーポイントプレゼンテーション研修

2月13日(火)

2月13日(火)

ファシリテーション研修

現場マネージャー研修

2月19日(月)

2月19日(月)

ロジカルシンキング研修

業務改善研修

2月20日(火) 分かりやすい説明の仕方研修

2月5日(月)

2月1日(木)

2月2日(金)

2月2日(金)

2月5日(月)

企画力研修
～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ

（半日研修）（管理職向け）コンプライアンス研修
～組織における不祥事防止

社会人２年目研修～意識転換と不安の払しょく
を図り、次のステージに進む

リーダーコミュニケーション研修

ビジネス文書研修

2月6日(火) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

2月1日(木) 次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける

時間 開催日 研修名

福岡開催
時間 開催日 研修名

名古屋開催

時間 開催日 研修名

広島開催

時間 開催日 研修名

京都開催

14:00-17:00

大阪／札幌／仙台／名古屋／京都／広島／福岡

※各地域の開催場所は、ＷＥＢまたは受講票をご確認ください http://www.insource.co.jp/bup/bup_top.html  

研修時間 10:00-16:45 10:00-13:009:00-18:00 10:00-17:30 9:00-17:00 9:00-12:0013:00-16:00

2月15日(木)

2月16日(金)

2月21日(水)

2月21日(水)

2月15日(木)

2月16日(金)

2月15日(木)

2月20日(火)

2月20日(火)

2月19日(月)

2月20日(火)

2月21日(水)

2月19日(月)

2月19日(月)

プロジェクトマネジメント基礎研修

パワーポイントプレゼンテーション研修

2月16日(金) 【遠隔リアル】財務基礎研修

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ２０１０

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１０

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

ロジカルシンキング研修

ビジネスマナー研修

研修講師養成研修

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

ＣＳ向上研修～ホスピタリティの意識を養う

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

クレーム対応力レベルアップ研修
～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する

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

2月22日(木) アサーティブコミュニケーション研修

2月22日(木)

2月22日(木)

業務改善研修

上級管理職研修

2月15日(木)
　～16日(金）

評価者研修
～評価者としての総合スキル習得編（２日間）

2月23日(金)

2月26日(月)

2月27日(火)

2月23日(金)

（人事担当者向け）
メンター制度導入による社員育成を考える研修

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

【遠隔リアル】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

部下とのコミュニケーション実践研修
～多様化する部下への関わり方

マーケティング研修

2月27日(火)

2月27日(火)

部下モチベーション向上研修

2月23日(金)

2月28日(水)

2月28日(水)

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

プレゼンテーション研修

整理力向上研修～生産性の高い職場環境を作る

2月26日(月) 事務職のための業務改善研修
～オペレーションミスを防止する編

2月28日(水) 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月1日(木) 調整力発揮研修

2月21日(水) リーダーコミュニケーション研修

2月2日(金) ビジネスマナー研修

2月16日(金) 現場マネージャー研修

2月15日(木) クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

2月20日(火) リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法を学

2月26日(月) 女性リーダー研修～スキルアップ編
「リーダーとして必要なスキルを習得・確認する」

2月27日(火) （若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

2月28日(水)

2月23日(金) メンター研修

2月22日(木) 業務改善研修

アサーティブコミュニケーション研修

2月14日(水) 若手社員研修～主体性の発揮

2月13日(火)

2月13日(火) 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
中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者
意識をもって、周囲に働きかける存在になる

2月14日(水) オペレータースキル向上研修
～相手が満足するトークスキル

2月13日(火)
　～14日(水）

新任管理職研修～自信を持って
マネジメントを始める編（２日間） 2月8日(木) 企画力研修

～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ

2月9日(金) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

2月6日(火)

2月7日(水)

分かりやすい説明の仕方研修

ロジカルシンキング研修

2月13日(火) 管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

2月14日(水) 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
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