
※１：2018 年 10月～ 2019 年 9月　※２：2019 年 9月末時点

●過去に実施した実績にもとづき、新入社員の傾向を踏

まえた研修の実施ができる
●新人フォロー研修や２年目研修、指導者研修を含め
トータルでの育成計画立案から支援可能

●新人の傾向を毎年分析し、「コンプライアンスの内容

の充実」など見直しされている
●丁寧な解説と読みやすいデザイン・レイアウトのため
研修後も「参考書」として手元に置いておける

●多くの実績や事例があるため、自社の課題にマッチす
る研修が見つかりやすい

●講師派遣型研修では、業界の特徴や組織のハウス
ルールにあわせた進行が可能

●講義ではなくワークが中心で、現場に持ち帰る“学び”を
　１つでも多く増やす構成になっている
●受講者同士での対話や講師からのフィードバックで、
視野が広がる

●ビジネスの現場で揉まれてきた講師の話は納得感が
あり、ためになる

●講師のファシリテーション能力が高く、短時間で多く
の“気づき”が得られる

●公開講座は全国８カ所で開催。人財育成スマートパッ
クを使うと、割引価格で受講できる

●新人向け「スタートアッププラン」では、１週間かけて
しっかりと基本を教え込むことができる

                        

豊富な実績・事例にもとづく
多様なノウハウがある

研修内容が自社の課題に
マッチしている

ワーク中心で、すぐに
現場での実践につながる

テキストの内容が
充実している

講師のビジネス経験が
豊富で、ためになる

公開講座の活用で時間的・
費用的コストダウンができる

種類以上200
●公開講座新人研修は、２０２０年３月～５月に

２日間以上のご受講で、フォロー研修が無料

●「新人研修は講師派遣、新人フォロー研修や

ＯＪＴ研修は勤務先近くで開催されている

公開講座」などで組み合わせてご受講が可能

●ビジネスマナーなどの基本研修から、ロジカ

ルシンキングやＯＡ研修、３カ月間にわたる

新人ＩＴ研修まで幅広くご用意

●通常のＯＪＴ研修に加え、コーチングや面談

力を鍛える研修など、あらゆる状況に合わせ

て、効果的な研修をご用意

新人向け・上司向け研修１名さまから参加可能ご要望に合わせて実施 全国８カ所 で公開講座を実施

札幌 / 仙台
東京 / 川崎 / 名古屋
大阪 / 広島 / 福岡

お客さまのご事情に合わせ、日程・内容・開催場所を自由にお選びいただけます！

※2

※2

インソースの新人研修／ OJT 研修の実績 ※1

年間受講者数
内容評価 講師評価

名58,856 97.1% 95.5 %

新人研修
年間受講者数

内容評価 講師評価

名19,769 96.1% 95.3 %

OJT 研修

新
人
研
修新人研修

OJT研修

ともに
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●リクエストで出張開催も！

多くのお客さまにご好評いただいています～インソースをお選びいただく理由



※2: 本サービスのご利用には「WEBinsource 会員」（無料）へのご登録が必要です

新入社員が研修で学んだことを現場で実践し続けるには、現場での上司のしっかりとし
た指導が必要です。インソースでは、指導に関するお悩みの種類や、育成担当者の
経験などに応じて、複数の研修をご提供させていただいております。

計画的に、自信を持った指導ができるようになる

上司・先輩向け育成関連研修

1.OJT担当者としての役割認識
新人・若手の不安な気持ちの理解／「考え方の軸」を確立させる／ＯＪＴトレーナーの役割とは

2. 育成計画を立てる
ステップごとの目標を立てる／指導をプロデュースする／育成計画の作成

3.OJTの進め方
指示の仕方／報告・相談の受け方／効果的なほめ方・しかり方／不平不満の受け止め方

4. ケーススタディ
指導する後輩の人数が多い場合／後輩が自分で考えない場合など

おすすめ実施時期 2020 年 2 ～ 6 月
OJT 指導者研修

社内講師養成研修

新人研修テキスト販売

社内講師で研修を実施したい

研修自体は内製で実施されるお客さまの場合、テキストのみでもご購入いただけます。
5 冊1セットで販売しております。

講師経験者向けやビジネス基礎研修に特化したものなど、プログラムを複数ご用意して
います。

ビジネス基礎：8,250 円（税込）
ビジネス文書：11,000 円（税込）

（1～２日間）公開講座　30,500 ～73,200 円（税込）

※講師用インストラクションガイドは別売 3,300 円 /冊（税込）にて別売いたします。
※1セットのみご購入の場合は別途送料1,100 円（税込）を頂戴いたします。

新入社員研修の前後も、課題に取り組ませたい

半年後に、フォローの研修を受けさせたい

新人フォロー研修

ビジネス文書通信添削は、文書要約／報告書／Ｅメール／議事録など計 6種 25 問の中から題材をお選び
いただけます。ビジネスマナー通信添削は、基礎編と応用編の 2 種類がございます。内定者時代の事前学
習教材や導入研修のフォロー教材としてもおすすめです。

（１日間）公開講座　24,200 円（税込）

通信添削サービス マナー基礎編：5,500 円（税込）　マナー応用編：16,500 円（税込）
ビジネス文書：5,500 円～（税込）／名／１題

公開講座新人研修を1名あたり2日間以上ご受講いただくと、通常価格24,200円（税込）のところ
を無料でご受講いただけます！
※講師派遣型の研修価格についてはお問合せください。

内定者向けｅラーニング 
内定者向け eラーニング「 STUDIOフレッシャーズ」は、31テーマの教材を視聴し放題の、クラウド型
ｅラーニングです。ご契約開始時期～ 2020 年6月末日まで視聴可能です。　

3,000 円（税込）／名

基本的なＯＪＴスキルとして、指導・育成計画
の立て方や、部下とのコミュニケーションスキ
ルを身につける

イマドキ世代の育て方研修

新人のＯＪＴ指導を任させるこ
とになったが、どのように指導
をすれば良いか分からない

お悩み

いまどきの若手世代について、タイプ別にど
のような指導法が効果的か、ケーススタディ
を通して身につける

年齢差のある部下・後輩が配
属されて、どう指導すれば良
いか悩んでいる

お悩み

OJT 指導者研修

ティーチング研修

コーチング研修

新人・若手の
ホウレンソウ
強化研修

指導を受ける人
が若手

指導する人
がベテラン

指導する人
が若手

指導を受ける人
がベテラン

イマドキ世代の
育て方研修

メンター研修

OJT 指導者研修

研修名
考え方や
理論の習得

○ ○

○ ○
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グループ
での討議

指導スキル
の反復練習

指導計画
の策定

ケース
スタディ

ティーチング研修

コーチング研修

新人・若手の
ホウレンソウ強化研修

イマドキ世代の育て方研修

メンター研修

「指導者」側のスキルアップで新入社員の主体性の芽を育てる上司・先輩 に対して

新人の育成を多方面からサポート新人関連サービス

コーチング研修
コーチングの３つの手法（傾聴・承認・質問
スキル）と、部下の目標達成を支援するため
のフレームワークを身につける

メンバーの考えや能力・やる
気をうまく引き出すことができ
ず、思ったように成果があが
らない

お悩み

部下との面談力向上研修
面談を通して部下を成長させるための進め方
や、相手に合わせた伝え方などをロールプレ
イを通して身につける

キックオフや評価の際に面談
を行っているが、形式的なも
のになってしまう

お悩み

（１日間）公開講座 26,400 円（税込）



※1:８大スキルとは、新人の不安・新人育成のご担当者さまのお悩みをもとにインソースが定義したスキルです

ビジネスマインド
学生から社会人への意識変革
Skill

社会人としての意識が不足し
ている（学生気分が抜けない）

お悩み

ビジネス
マインド

ビジネス
マナー

仕事の
進め方

文書
スキル

対人
スキル

伝える
スキル

考える
スキル

パソコン
スキル

行動面では、素直で真面目、協調性やチームワークを重んじる一方、リーダー
シップを発揮して目立つことを嫌うといった課題がありました。スキル面で
はＰＣスキルのバラツキが大きい、ビジネスマナーの自己評価、テスト結果
が低いといった特徴もでています。

ビジネスマナー
社会人としての基礎知識・動作を
獲得する

Skill

あいさつ、身だしなみ、話し方、
電話応対が意外にできていない

お悩み

仕事の進め方
組織人としての仕事の手順を理し、
業務の進め方を学ぶ

Skill

計画を立てるのが苦手、コスト
意識が不足している

お悩み

おすすめ実施時期 入社時

講師派遣型研修・公開講座からお選びいただけます。「新人に求められる８大スキル」※1 をもとに、どの研修が最
適かお選びください。判断が難しいという方には、複数のスキルをパッケージ化した「スタートアッププラン」もご
ざいます。

「新人に求められる８大スキル」にもとづき、個々の新入社員の皆さまが何を得意と
し何を苦手としているかが、ひと目で把握できるアセスメントサービスです。

※2: 本サービスのご利用には「WEBinsource 会員」（無料）へのご登録が必要です

「理解」を「実践」につなげる
1

2

新入社員研修

得意分野と課題を見える化し、ねらいうちの育成につなげる

新人８大スキルアセスメント
おすすめ実施時期 入社前～入社してすぐ

■設問イメージ ■結果画面イメージ

「ビジネスマナー」「文書スキル」は回答者
平均および全国平均と比較して高い。対して、
個人としても組織としても「ビジネスマインド」
「対人スキル」に課題がある。

傾向分析例

あなたの得点 回答者平均 全国平均
ビジネスマインド

  1～10名：  2,200 円 /名（税込） 1１～20名：  1,650 円 /名（税込）     21～ 名：  1,100 円 /名（税込）

「できること」を少しずつ増やし、自己効力感と主体性を高める育成新入社員本人 に対して

1. 社会人としての心構え・常識
会社とは何か / 働くとは何か /コンプライアンスの重要性 / 社会のルール / 職場のルール

2. ビジネスマナーの習得
身だしなみ /あいさつ / 言葉遣い / 電話応対 / 訪問・来客応対 / 名刺交換

3. チームに貢献する仕事の進め方
指示を受けた際のメモの取り方 /コスト意識 /ホウ・レン・ソウ/ 行動目標シート作成

ビジネス基礎研修

対人スキル
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

Skill

報告、連絡、相談が苦手
（抱えこむ or 質問ばかり）

お悩み

コミュニケーション研修

伝えるスキル
「相手に伝わる」話し方を身につける
Skill

人前で話したり、相手に伝わる
よう話すことが苦手

お悩み

考えるスキル
社会人としての論理力、思考力を
身につける

Skill

自分で考えないで、すぐに答え
を探したりマニュアルに頼る

お悩み

パソコンスキル
即戦力として必須の Office の基本
操作を習得する

Skill

スマホ操作は得意だがExcel・
PowerPoint が苦手

お悩み

プレゼンテーション研修 ロジカルシンキング研修 Excel/PowerPoint 研修

（１～３日間）公開講座 23,400～72,600円（税込）

文書スキル
短く簡潔な文書を書く
Skill

文書作成に時間がかかる、内容
がよくわからない

お悩み

ビジネス文書研修 （１日間）公開講座 24,200 円（税込）

ビジネス文書の型・ルールを知る

文書作成の基本 / 日報 / 報告書 / 議事録 / 稟議書 /
お詫び状 / Ｅメールの基礎知識 /Ｅメールの書き方 /
英文メール

相手に聞こえる声で、明るくあいさつをしている

目上の人やお客さまと一緒にエレベーターに乗るときのマナーを知っている　

自分のミスなど、悪いことを報告するのをためらわない

髪型・服装に気を配り、だらしない印象を与えない

電話応対での名乗り方や流れを知っており、実践できる

新聞の政治・経済欄を読んでいる　

コンプライアンスという言葉の意味を知っており、説明できる　

人に物事を伝える際に、結論から話すことができる

人に何かを依頼するときは５W１Hを意識して伝えるようにしている

書類の提出前に、誤字・脱字がないか必ずチェックを行う

「相手に喜ばれる行動」をとることができるようになります！

インソースの新入社員研修を受けると、例えばこのような

■2019 年度 新入社員の傾向
正解はわかるが、実践には自信がない、できない

※2



これからの時代は、あらゆる人材がＩＴスキルを学び、日々の業務の中で、それを活用していくこと
が求められています。インソースグループでは、システム開発を専門の業務としない若手に対しても、
デジタル人材養成教育を行い、組織の可能性を広げていくことを目指しています。

デジタル人材は育成できる

デジタル人材養成研修

お好きなテキスト1冊プレゼント！ 
今なら、「新人研修」「OJT 研修」のお見積もりご依頼で

ビジネス文書研修

ビジネス基礎研修

ビジネス基礎研修／ビジネス文書研修／ OJT 研修選べる
3 テーマ

詳しくは営業担当まで！

※テキストはサンプル品です。記載内容を適宜刷新しておりますので、研修時に使用するテキストは内容が一部変更になっている場合があります

社内研修 実施スケジュール例

新
人

階
層
別
研
修

ス
ポ
ッ
ト
研
修

若
手

中
堅

管
理
職

全
社

部
署
別

新人向けスキルアップ研修
ロジカルシンキング／分かりやすい説明の仕方／ITスキル

入社２~５年目向け研修
若手向けキャリア／部下コミュニケーション・メンター

リーダー研修
リーダーシップ／オーナーシップ／交渉力
／調整力

管理職向けスキルアップ研修
リスクマネジメント／業務改善／評価者／労務管理

ハラスメント

CS・接遇／クレーム対応

営業力強化マーケティング

コンプライアンス

管理職研修
昇格前研修／管理職向けキャリア研修

部下指導研修
OJT／コーチング／面談の仕方

リーダー向けスキルアップ研修
企画力／ファシリテーション／メンタルヘルス（ラインケア）

若手向けスキルアップ研修
問題解決／クリティカルシンキング／マニュアル作成

新入社員研修
ビジネス基礎／ビジネスマナー
／ビジネス文書

新人フォロー研修
仕事の進め方／PDCA／タイムマネジメント
／メンタルヘルス（セルフケア）

若手主導で組織のＩＴスキルを高め組織に新風を巻き起こすデジタル人材養成サービス
（若手向け）

・ＩＴ入門研修（２日間）
・ＩＴパスポート試験対策研修（２日間）
・プログラミング的思考力強化研修
　～スクラッチ（Scratch）言語を使ったアルゴリズム入門

・RPA/WinActor®研修 初級編 
   ～データ転記からRPAを始める
・RPA/UiPath研修 入門編 
  ～UiPathを体感する
・RPA/BizRobo!研修 初級編 
  ～データ転記からRPAを始める

・Microsoft Office研修 ～ExcelとPowerPoint
・Microsoft Office研修 ～Excel応用編
・Microsoft Office研修 ～Excelマクロ・VBA活用編
・Microsoft Office研修 ～Access基礎編

・ビジネスパーソンの一般常識研修
　～会社の数字と経済、先端技術（ＡＩ）から、世の中の動向を学ぶ
・ビジネスデータの分析研修
　～職場で活かせる統計の基礎とデータ活用法を学ぶ
・ビジネスで使える計数分析入門研修 
   ～統計手法を活用する

デジタル人材養成

RPA 活用支援

OA ／ ITスキルアップ

AI ／統計／機械学習

※WinActor® は NTT アドバンステクノロジ株式会社の登録商標です

RPA
活用支援

OA ／ IT
スキルアップ

AI ／統計
／機械学習

デジタル
人材養成
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