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研修内製化支援サービス 
 



「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright@2018 Insource Co., Ltd. All right reserved 1 

１．研修内製化サービスの４つのカテゴリ 

 

「分かりやすいテキスト」で受講者の理解を促進。 

復習することを考えた場合、「後から見ても分かること」が大切です 

【内製化のメリット】 

・自社オリジナルのテキストは、内容面で、受講者からの納得感が高い 

・同一の研修を複数回、複数年にわたって実施する場合、費用面でのメリットが大きい 

（内製化のデメリット） 

・テキスト作成には、それなりに時間が掛かる 

・業務系のテキストを作成する場合、社内の他部署に協力を仰ぐ必要がある 

・実施回数が少なかった場合、費用面でのメリットが出にくい（または出ない） 

（１）研修テキスト（またはｅラーニング） 

インソースでは、研修内製化を４つのカテゴリに分けてサービスを提供しております。 

全てのカテゴリに渡ってご支援することも可能ですし、１つのカテゴリのみでのサービス 

ご提供も可能です。 

 

講師の「伝え方」やエピソードの有効活用が、 

受講者の記憶への歩留まりに寄与します 

【内製化のメリット】 

・社内で講師を準備した場合、体験談や経験談がダイレクトに受講者に伝わるため、 

 研修の理解度と納得感が高い 

・研修実施前に、詳細の打ち合わせが可能であることが多い 

・ひとりの内部講師が登壇できる研修の種類を増やすと費用面でのメリットが大きい 

（内製化のデメリット） 

・異動や繁忙期を考えると、適任者を講師として確保し続けるのは難しい 

・教えるプロではないので、受講者に十分に伝わらない可能性がある 

 （「実務のプロ」が「分かりやすく伝えられる社内講師」であるとは限りません） 

・実施回数が少なかった場合、費用面でのメリットが出にくい（または出ない） 

（２）講師養成 
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１．研修内製化サービスの４つのカテゴリ 

 

研修はストーリーです。 

頭に入りやすい流れを作ることが大切です 

【内製化のメリット】 

・自社のその時の課題にフィットしたプログラムで研修を実施することができる 

（内製化のデメリット） 

・特になし 

（３）研修プログラム 

 

１か月間～半年間の新人研修の企画、 

１年～３年間の全社員の育成計画（研修計画）の策定や見直し、 

そのほか、お困りごとへの解決策をご提示します 

 

・年間研修実施回数１８，９９３回、年間研修受講者数４４６，０１０人と、多くの研修を 

 たくさんの方に受けていただいています。 

 たくさん積ませていただいた実績の中で経験したこと、培ったことを、お客さまから 

 教えて頂いたことを、貴社の抱える問題の解決に活かしていきたいと考えております。 

・官公庁一括受託（その県の職員研修）の経験も豊富で、運営全般についてもノウハウ 

 を持っています。 

・当社はシステムの力を活用して成長している会社です。 

 効率化、システム化のノウハウについてもお任せください。 

・当社は、「これはできない」と最初から決めつけることはありません。 

 お客さまのお困りごとは我々が新たにお客さまのお役に立てるチャンスと捉えています。 

 まずは何でもご相談ください。 

 

※年間の研修実施回数と研修受講者数は、2017年4月～2018年3月の実績数字です。 

  （講師派遣型研修と公開講座の数字の合計です） 

（４）全体企画 
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２．研修内製化までの流れ 

研修内製化サービスの特徴（特性）のひとつは、 

「お客さまのご要望次第で、どのようなかたちも取り得ること」です。 

そのため、私どもにご相談いただけましたら、まずは「いつまでに」「何を目的に」 

「どの研修を」「どのように内製化するか」をお伺いいたします。 

もちろん、当社が聴き役をしながら状況と情報整理のお手伝いをします。 

その上で、当社にて、それに対して取り得る方法論とお見積りを提示させていただきます。 

ゴールの設定 

取り得る手段の検討・お見積り 

★実施確定★ 

★★研修実施★★ 

講師養成 
 
 
 
 

テキストの作成 
 
 
 
 

（例） 
・講師養成講座受講 
・プレゼン特訓実施 
・予習特訓 

手
段
の
検
討 

内
製
化
の
実
施 

（例） 
・テキストの作り方 
 講座受講 
・テキスト作成コンサル 

次回へ向けての改善・ブラッシュアップ 

改
善 

～ インソースグループでご提供できる様々な手段 ～ 
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３．インソースでできること 

 

①インソースのテキストを、そのまま貴社テキストとして導入 

 納期：契約締結後、最短３営業日 

 価格：１，２９６千円～（税込み） 

 納品形式：ＰＤＦファイル 

 オプションとして、 

 「インストラクションガイドの作成」 

 「インソース講師によるデモンストレーションの実施」 

 をおつけすることもできます（要別途費用） 

②インソースのテキストを、貴社向けにカスタマイズして導入 

 納期：契約締結後、最短１０営業日（カスタマイズの程度、時期による） 

 価格：２，１６０千円～（税込み） 

 納品形式：ＰＤＦファイル 

③インソースのテキストを、貴社にて編集可能な形式で納品 

 納期：契約締結後、最短３営業日 

 価格：３，２４０千円～（税込み） 

 納品形式：ＷＯＲＤファイル 

④０からテキストを作成。作成は貴社、インソースは支援 

 想定期間：約２か月（ページ数と難易度による） 

 価格：５４０千円～（税込み） （支援のために稼働した回数により変動。） 

 内容：基本ひな形提供とノウハウの説明、作成開始後の訪問によるフォロー、 

      電話・メールによる相談 

 （１）研修テキスト 

 ※※ご注意※※ 

 納品物の権利関係は、以下のかたちでお願いしております。（上記①②③の場合） 

 ア．著作権はインソースに残す。 

 イ．貴社の社内研修に限りテキストの使用をお使いいただける利用許諾。 

 なお、④⑤の場合も貴社が貴社内以外に向けて研修を実施することはお控えいただいています。 
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３．インソースでできること 

 

①公開講座「研修講師養成研修」のご受講 

 価格：３０，０００円／人  

 

②講師としてのプレゼン力向上特訓（マンツーマン指導） 

 内容：講師としての「伝える力（プレゼン）」「見た目やしぐさなど」の向上を 

    図ります。特訓中に撮影したご自身動画をお渡ししますので、自分ひとり  

    でも、映像を見ながら練習をすることができます。 

 価格：１０８千円～／２時間（税込み） 

 ※複数人で実施することも可能です。その場合は別途見積ります 

 

③予習の仕方特訓（マンツーマン指導） 

 内容：研修はテキストを読み上げるだけではありません。受講者が実際に使う 

    テキストを用いて、どのページをどのように講義すべきか、ワークを 

    どのように進行するかを、一緒に予習します。  

 価格：１０８千円～／２時間（税込み） 

 ※複数人で実施することも可能です。その場合は別途見積ります 

  上記の「プレゼン力向上特訓」と同時に実施することも可能です 

 

④模擬研修へのオブザーブ、フィードバック 

 内容：研修の成否は「練習」に掛かっているといっても過言でもありません。 

    なかなか練習する時間を確保できない内部講師の模擬研修に、当社の講師   

    またはコンサルタントが同席し、フィードバックします。 

 価格： １０８千円～／２時間（税込み） 

 ※複数人で実施することも可能です。その場合は別途見積ります 

  「プレゼン力向上特訓」「予習の仕方」と同時に実施することも可能です。 

 （２）講師養成 
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３．インソースでできること 

ねらい： 

講師として研修に登壇する上での心構えと、効果的な研修を行うための３つのポイントを習得すること 

 

研修のポイント： 

①研修構成スキルの習得：研修の目的を実現するための構成方法を学べる。人数や対象に応じた 

時間配分や、演習の手法などが身につきます。 

②インストラクションスキルの習得：受講者に伝えたいことが伝わるインストラクションスキルを 

習得できる。フィードバックの手法や講師の発言の説得力を高める手法などが身につく。 

③コミュニケーションスキルの習得：一方通行的な研修ではなく双方向的な研修にするための考え方を 

学べる。人前で話すための基本事項から、受講者側からの発言を促す手法などが身につく。 

【【参考】研修講師養成研修プログラム 

時間 内容 手法 

 
６時間 

 
１．「よい研修講師」の条件を考える 
【ワーク】受講者としてよい講師と、そうではない講師を考える 
 
２．研修構成スキル 
（１）研修実施の概要 （２）講義の構成を考える （３）演習を取り入れる 
【ワーク】研修のゴールと内容を整理する 
 
３．インストラクションスキル 
（１）講義の強度を高める題材 （２）演習を進める流れ 
（３）演習中に留意すべきポイント （４）受講者へのフィードバック 
【ワーク】指摘しにくいことの言い換え表現を考える 
 
４．コミュニケーションスキル 
（１）姿勢・態度・表情 （２）声 （３）ユーモアを織り交ぜる 
（４）わかりやすい説明 （５）傾聴と質問 
【ワーク】"双方向の研修"を進めるための工夫を考える 
 
５．実践ロールプレイング 
【手順１】テーマを決める 
【手順２】シナリオを考える 
【手順３】講師役の順番を決める 
【手順４】講師役が研修を実施する 
【手順５】フィードバックシートによる振り返り 
 講師役を交代し、全員が講師役ができるように手順３と４を繰り返す 
【手順６】ロールプレイングの振り返り（グループ討議） 
※模擬登壇するテーマについて※ 
 模擬登壇用にビジネスマナー研修のテキストをご用意しております。 
 ご自身のテキストの活用を希望される方は、該当テキストをご持参ください。 
 
【参考】研修の効果を持続させる 
（１）事後アンケートの配布・回収と集計、関係者への実施報告 
（２）研修後のフォローアップ 
 
６．まとめ 
今日の研修を踏まえて、明日から実践することを宣言する 
 

 
講義 
ワーク 

 
講義 
ワーク 

 
 

講義 
ワーク 

 
 
 

講義 
ワーク 

 
 
 

ロール 
プレイング 

＋ 
フィード 
バック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ワーク 
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３．インソースでできること 

 

①公開講座「研修担当者レベルアップ研修」のご受講 

 価格：３６，０００円／人  

 

②研修プログラム作成への個別支援 

 内容：次の２点を行います。 

    ①既にある社内研修のプログラムの改善のためのアドバイス 

    ②０からプログラムを作成する場合のアドバイス 

 価格：３２，４００円／時間  

 ※専門や業務の知識・技術を付与するための研修・訓練には対応できない場合が 

  あります。（ご相談は無料です。お気軽にお声掛けください）   

 （３）研修プログラム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研修全体の大きな流れは、章ごとに上記の①～⑤を繰り返します。 
研修というと『講義』部分に注目しがちですが、受講者にとっては『講義』を聞くだけでは苦痛であり、「わかった」と思えても 
「できる」ことを実感しにくいのが現実です。 
 
タイムスケジュールを作るポイントは下記の４点です。 
・全体に占める講義と演習の割合 
・ペアワーク、グループワーク、ロールプレイングをどこで何回実施するか 
・ペアワーク、グループワーク、ロールプレイングにそれぞれどのくらい時間をかけるか 
・どんな設定のペアワーク、グループワーク、ロールプレイングを実施するか 

 【参考①】研修プログラムの作り方 ～山本五十六に学ぶ 

  研修 手法 五十六語録 

① 
・動機づけ 

・研修目的の共有化 

・ゴールの設定 

オリエンテーション 

講義 
言ってみせ 

② 
・理論の解説 

・行動に移す際のポイントの解説 

・インストラクターによる実演 
講義 やってみせ 

③ ・受講者による実践 

演習 

・個人演習 

・ペアワーク 

・グループワーク 

・ロールプレイング 

・グループディスカッション  

させてみせ 

④ ・フィードバック 講義 ほめてやらねば 

⑤ ・研修成果 ――― 人は動かじ 
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３．インソースでできること 

ねらい： 

本研修では、研修担当者としての役割を再認識し、現在の組織の研修ニーズを把握した上で、実際に研修

企画を立てていただきます。  

「ＰＤＣＡサイクル」を意識した研修の企画・運営・効果測定・フォローアップといった研修管理のノウ

ハウを学ぶことで、新たな研修形態・体系を計画するスキルを習得できる研修です。 

【【参考②】研修担当者レベルアップ研修プログラム 

時間 内容 手法 

 
６時間 

 
１．研修担当者の役割 
（１）研修担当者として「困っていること」とは 
（２）研修担当者に求められるもの 
 
２．研修の基本ステップ 
（１）組織における人材育成の位置づけと意義 
（２）研修におけるＰＤＣＡサイクル 
 
３．研修の企画づくりの考え方 
（１）研修の必要性 
【ワーク】研修はなぜ必要だと思いますか 
（２）研修がもたらす３つの効果 
（３）研修の企画とは 
（４）シンプルに考える研修企画 
（５）研修ニーズの把握方法 
（６）研修ニーズと専門性 
 
４．研修の体系づくり 
（１）それぞれの組織における研修体系 
（２）研修の形態・体系 
（３）スキルマップの作成 
【ワーク】スキルマップを作成し、気づいたことを共有 
 
５．各研修のプログラムづくり 
（１）研修の企画 
（２）研修プログラムの作り方 
【参考】研修カリキュラムを作る 
 
６．研修の効果測定と評価 
（１）それぞれの組織における効果測定 
（２）効果測定と評価の種類 
（３）研修事後アンケートへのよくある質問 
（４）研修後の行動変容調査の前に ～研修を忘れさせない３つの工夫 
 
７．まとめ ～明日からの実践へ活かす～ 

 
講義 
ワーク 

 
 

講義 
 
 
 

講義 
ワーク 

 
 
 
 
 
 
 

講義 
ワーク 

 
 
 
 

講義 
ワーク 

 
 
 

講義 
ワーク 

 

※「研修プログラムの作り方」に特化した内容ではありません。 
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３．インソースでできること 

 

 例えば、以下のようなことをやったことがあります。 

 （４）全体企画 

 

◆某金融機関での新人研修６か月間のプロジェクト◆ 

同業であるＡ社とＢ社は、翌年の４月から合併することを前年の１１月に公表した。 

それまでにＡＢそれぞれが新卒採用活動を終え、翌年の新人研修の企画をしていたが、 

１１月に合併の発表が行われてからは、Ａ社人事部が主導で新人研修の企画を行うことに 

なった。 新入社員の数は、合計で約２００人。 

営業店にも全員分の席の用意はできず、研修所も２００名分の座席が確保できない状況。 

経営トップは新人教育には極めて熱心であるもの、業績を考えると新人教育に大きな投資を 

できる状態にはない。教育はできるだけ「インソース化」したい。 

 

インソースが求められたことは、「まずは１グループ４０～５０人を教育できる体制を作ること。

加えて、新人が現場に出たときに何かしらの分野で戦力になれる教育を行うこと」でした。 

 

具体的に行ったことは、大きく分けると以下の５点です。 

 ア．戦力になるために必要な知識とスキルの絞り込み 

 イ．社内講師の養成 

 ウ．業務研修実施のためのテキスト作成 

 エ．ビジネススキル系の講師派遣型研修実施 

 オ．研修管理を容易に行うための研修管理システムのご提供 

 

次のページで、それぞれを少し詳しく説明します。 

 

ちなみに、 「場所とスケジュールの調整」は以下のようになりました。 

２００名を４月中は４つのグループ、ＧＷ明けは５つのグループに分け、各日で５０人ずつを 

受け入れられる会議室やホールを社内で何とか確保。確保できない日は、 

１グループ（40～50人）を、現場実習と称して営業店に行かせ、乗り切りました。 

（インソースは何もしていません。人事部が頑張られました。） 
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３．インソースでできること 

 （４）全体企画 

ア．戦力になるために必要な知識とスキルの絞り込み 

「半年後に現場の戦力になるようにする」というオーダーも請け負っていたため、まず行ったことは 

「教えるべきことの絞り込み」です。行ったことは、以下の３点です。 

 Ａ．課長クラスへのアンケート（入社３か月後、６か月後に何ができて欲しいか） 

 Ｂ．新入社員、入社３年目の社員へインタビュー（現場で何が出来たら役に立つか） 

 Ｃ．営業店長６人が参加するワークショップ（「入社３か月後、６か月後に何ができて 

    欲しいか」と「どのように育てれば戦力化が早いか」） 

これにより、「できるようになるべきことはＸとＹとＺ」と３つに絞り込みました。 

 

イ．社内講師の養成 

講師役には「成果を上げた経験のある中堅社員。かつ、声が通る方。」とインソースからは 

お願いしました。しかし、人事部からの回答は、「そんな人は、現場から抜けません」。 

結果として、その年の新入社員４名が次の年の新入社員研修の講師として抜擢されました。 

彼らにはまず「研修講師養成研修」を受けてもらいました。その後は週に２回、２時間ずつ 

「講師力アップのための個別レッスン」を作ってもらい、そこでプレゼンの特訓とテキスト内容の 

伝え方の工夫を考えていただきました。 

 

ウ．業務研修実施のためのテキスト作成 

業務を管掌する部署の中堅社員の方に「研修テキスト作成研修」を受講いただきました。 

その後、コンサルタントが週に１回、その部署を訪問して作成のフォローをいたしました。 

金融機関ですので、事務取扱要領は特にしっかりとしたものがあります。それを、 

 Ａ．新入社員が見ても分かるレベルに平易にしつつ、 

 Ｂ．全体感を理解しやすいような書き方と構成に、 

書き直していくイメージです。全て盛り込もうとすると「何が重要なのか」が見えにくくなるので、 

「新入社員が営業店で戦力になる」という目的に合わせて、情報の取捨選択をすることが 

ポイントでした。 
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３．インソースでできること 

 （４）全体企画 

エ．ビジネススキル系の講師派遣型研修実施 

２つの意味で、当社の講師派遣型研修をお使いいただきました。 

 ア．ビジネススキルの付与のため 

 イ．どうしても社内でスケジュールを埋められなかったときの最後の砦として 

実施した研修は以下のテーマです。 

 ・経営理念徹底研修 ・社会人としての心構え ・ビジネスマナー 

 ・ビジネス文書の書き方 ・インタビューの仕方研修 ・組織での仕事の進め方 

 ・ＣＳ研修（店舗調査）  

 

オ．研修管理を容易に行うための研修管理システムのご提供 

200人の新入社員が「今日はどこに出勤すればいいのか」をＷＥＢ上で分かるようにした 

システムです。新入社員からの照会や、人事部からの指示を電話やメールで行うとすると、 

事務コストがとてもかかります。人が行う以上、コミュニケーションミスも起こります。 

システムにより、それらのコストとミスの削減を狙いました。 

システムについて。 

現在は、上記よりも格段にレベルアップした研修管理のためのシステムをご提供しております。 

謳い文句は、 「人事総務の作業時間を１／１０に減らす！」です。 

 

「働き方改革」が叫ばれている世の中でもありますし、そもそも、人事担当者の主たる仕事は 

良い企画を作ることであり、作業ではないはずです。 

作業にかける時間を極力減らすためにも、システム導入をご検討されてはいかがでしょうか。 

人事サポートシステム 
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４．ご確認事項 

Ｑ１．研修内製化について、現時点でのお考えをお聞かせください 
 
「いつまでに」 
 
「何を目的に」 
 
「どの研修を」 
 
「どのように内製化するか」 
 
 
Ｑ２．費用感と投資回収のイメージ 
 
研修内製化した場合の費用 
 
研修テキスト（     ）＋ 講師養成（     ） ＝（       ） 
 
研修会社を利用した場合の費用 
 
（例）432千円 × （        ）回 ＝ （       ）  
 
今回内製化しようとしている研修の年間実施回数（     ）回 
よって、 （     ）年で投資を回収することができる。 
 
 
Ｑ３．内製化をあたっての懸念事項 
 
「ヒト」に関わること 
 
「カネ」に関わること 
 
「場所やインフラ」に関わること 
 
「それ以外」のこと 
 
 
Ｑ４．現時点でのご予算感はございますか 
 
 
Ｑ５．研修内製化のほかにも課題になっていることがあればお聞かせください 


