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人材戦略としてのハラスメント対策

セクハラ、パワハラを問わず、ニュースではハラスメント問題が毎日のように取り上げられています。
当事者が大きな会社や組織の要職者ともなれば、実名で報道されることとなり、組織に対する影響も測り知れません。しかし、世の中には
おそらくその何十倍、何百倍ものハラスメント事案が日々発生していると思われ、試みにネットで検索してみると、様々な職場でのハラスメ
ントの実態が、社名や実名とともに無数に出てきます。その真偽はともかく、こうして拡散される情報は、確実に企業や組織の採用活動や取
引に負の影響を及ぼしていると考えられます。

ネットにあふれる職場のハラスメント情報

就職難の時代にやっとの思いで職を得た世代にとっては、多少のハラスメントには目をつぶってでも今の仕事を何とか死守しようとする傾
向がありました。しかし、空前の売り手市場の中で就職した世代にとっては、理不尽な思いを我慢してまで今の職にとどまる理由はありませ
ん。たとえ、自分が直接ハラスメントを受けた当事者ではなくても、組織にそうした体質があることを知っただけで転職を考え始めると言
います。こうした彼ら彼女らが頼るのがネット上の情報であり、当然ながらそこでハラスメントの噂が立っている会社は、転職先の候補から
除外されます。

人材不足時代におけるハラスメントの影響

組織におけるハラスメント体質の解消がなかなか前進しない理由の一つとして、ハラスメントを起こす人の多くが“優秀な人”であるというこ
とが挙げられます。そうした人は、事件になるほどのあからさまな問題こそ起こさないが、理不尽さを伴う厳しいプレッシャーによって、部下
が何人も辞めていったり、うつ状態になる者が続出したりするようなケースは多くの組織で見られることです。
人事部門としても、その人の問題には薄々気付いてはいるものの、組織貢献度の高い“優秀な人”にペナルティを与えることを躊躇する嫌い
があることは確かでしょう。

人事部を悩ませる「優秀な人のハラスメント」

組織のハラスメント問題は、特定の個人だけにその原因を求めても、根本的な解決には至りません。
職場内にある極端な成績至上主義がもたらすプレッシャー、儲けのためにコンプライアンスを軽んじる傾向、取引先攻略のために暗に女
性営業職に接待を強要する風潮など、その業界や組織に残る“負の風土”がそうしたハラスメント加害者を増長させ、悲劇を生んでいるので
あり、本当のハラスメント防止のためには、組織としての風土改革が不可欠なのです。

ハラスメント問題は、想像以上に組織に対するダメージの大きい問題です。
社会的に問題が大きく取り上げられている今こそ、組織の風土改革に踏み出すチャンスと言えるのではないでしょうか。

個人の矯正だけではなく組織の風土改革を
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おすすめ研修のご紹介PICK
UP

・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
中堅以上、特に管理職の方で、部下・後輩をお持ちの方、セクハラ・パワハラの相談窓口担当者の方向けにセクハラ・パワハラへの正しい理
解を促す研修です。判断基準と曖昧なグレーゾーンについての対処方法を学んでいただきます。
※２０１７年１月１日に、改正された男女雇用機会均等法が施行されました。この改正に伴い、本研修ではマタニティハラスメント（妊娠・出産
等に関するハラスメント）ＬＧＢＴなどの性的少数派へのセクハラについても取り上げます。

・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
知識付与としてのハラスメント防止研修ではなく、自身がハラスメントを起こしうる存在になりかねないことを認識し、具体的にどのような考
え方に切り替えていく必要があるのか、さらに、自身の職場においてどのようなアクションを取り入れていく必要があるのかを実践的に考えて
いただく研修です。



3日(金)

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

7日(火) ファシリテーション研修

6日(月) 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

8日(水) コミュニケーション研修
～相手目線で考え、良好な人間関係を築く

3日(金) リーダーコミュニケーション研修4日(土)

2日(木)

アサーティブコミュニケーション研修

16日(木) コミュニケーション研修

17日(金) （若手向け）コミュニケーション研修
～デキる「ホウ・レン・ソウ」

9日(木) 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

29日(水) 部下モチベーション向上研修

31日(金) 女性リーダー研修
～コミュニケーション能力向上編

28日(火) コミュニケーション研修
～きっかけを作る雑談力向上編

25日(土) 調整力発揮研修

3日(金) 4日(土)

7日(火)

13日(月)

8日(水)

10日(金)

15日(水)

14日(火)

17日(金)

17日(金)

22日(水)

20日(月)

16日(木)

17日(金)

1日(水)

6日(月)

2日(木)～3日(金）

9日(木)～10日(金）

リーダーコミュニケーション研修

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

労務管理研修

リーダーシップ研修（初級編）～サーバント
・リーダーシップで部下の成長を促進する

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）

次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける
中級（課長級）管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

店長向けパワーアップ研修

財務基礎研修

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

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」

現場マネージャー研修

判断力強化研修

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

上級管理職研修

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

リーダー育成研修
～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）

31日(金)

31日(金)

28日(火)

女性リーダー研修
～コミュニケーション能力向上編

経営戦略研修

中級（課長級）管理職研修～ＰＤＣＡ・突破力編

21日(火)～22日(水）

9日(木)

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

3日(金) クレームＥメール対応研修

6日(月) 秘書研修～秘書としての仕事の仕方

ビジネスマナー研修

6日(月)

管理責任者向けハードクレーム対応研修
～招かれざるお客さまへの対応の仕方

14日(火) ＣＳリーダー研修

16日(木) 接客サービス・接客マナー向上研修

21日(火)

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21日(火)

接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する24日(金)

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27日(月)

30日(木)

（新入社員・新社会人向け）
ビジネス基礎研修～学生から
社会人への意識と行動改革編（２日間）

ＣＳ向上研修～ホスピタリティの意識を養う27日(月) プロジェクトマネジメント基礎研修

時間 開催日 研修名

ビジネスマインド

27日(月)～28日(火）

7日(火) 22日(水)

1日(水)

3日(金)

8日(水)

6日(月)

10日(金)

15日(水)

16日(木)

17日(金)

21日(火)

23日(木)

21日(火)～22日(水）
（新入社員・新社会人向け）ビジネス
基礎研修～学生から社会人への意識と
行動改革編（２日間）

若手社員研修～主体性の発揮

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！

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

（半日研修）ワーキングマザー研修
～仕事の進め方編

中堅社員研修（２日間）

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
（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

新人フォロー研修

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

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

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
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時間 開催日 研修名

研修名

大阪開催

コミュニケーション

時間 開催日

書くスキル

14:00-17:00

大阪／札幌／仙台／名古屋／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 9:00-18:00 10:00-17:30 9:00-17:00

エリア開催スケジュール

考えるスキル
時間 開催日 研修名

時間 開催日 研修名

リスク管理/ヘルスケア

時間 開催日 研修名

CS/接遇/クレーム対応

時間 開催日 研修名

マネジメント

7日(火) ビジネス文書研修

4日(土)

23日(木)

1日(水) Ｅメールの書き方研修
～顧客満足度を高める編

論理的で分かりやすい文書の書き方研修14日(火)

報告書・議事録の書き方研修

20日(月) 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

25日(土) クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う28日(火)

ロジカルシンキング研修13日(月) 25日(土)

4日(土) 企画力研修～企画立案から
企画書作成までの流れを学ぶ14日(火)

2日(木)

2日(木)

マーケティング研修

6日(月)

（若手向け）ロジカルシンキング研修
～情報を整理し、結論を導く

17日(金)

21日(火) 情報活用力養成研修
～情報の収集・整理・分析編

22日(水) 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

27日(月)

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

28日(火)

31日(金)

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

判断力強化研修

ナレッジマネジメント研修
～暗黙知を伝承する
図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

30日(木) メンタルヘルス研修～セルフケア

リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ

管理責任者向けハードクレーム対応研修
～招かれざるお客さまへの対応の仕方

21日(火)

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

1日(水)

（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

24日(金)

（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

21日(火)

29日(水)

時間 開催日 研修名

部下育成

8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

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

2日(木) ティーチング研修
～適切な業務指導の進め方

24日(金)

2日(木)

13日(月) 25日(土)
29日(水)

14日(火) ＣＳリーダー研修

22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9日(木)

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

（男性管理職向け）女性リーダーを
育てる研修

23日(木) メンター研修

29日(水) 部下モチベーション向上研修



大阪開催

時間 開催日 研修名

札幌開催

時間 開催日 研修名

仙台開催

14:00-17:00

大阪／札幌／仙台／名古屋／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 9:00-18:00 10:00-17:30 9:00-17:00

時間 開催日 研修名

名古屋開催

時間 開催日 研修名

業務改善

3日(金) 電話応対レベルアップ研修

6日(月) 図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

6日(月) 秘書研修～秘書としての仕事の仕方

ＣＳ向上研修～ホスピタリティの意識を養う7日(火)

7日(火) コミュニケーション研修

3日(金) 部下モチベーション向上研修

4日(土) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

6日(月) 新人フォロー研修

8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

7日(火) 評価者研修

8日(水) ＣＳリーダー研修

時間 開催日 研修名

OA/ITスキル

時間 開催日 研修名

人事/総務/財務/法務

時間 開催日

コールセンター

時間 開催日 研修名

評価・考課

研修名

15日(水) ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

27日(月) プロジェクトマネジメント基礎研修

30日(木) ＵＩ（ユーザーインターフェイス）
設計力向上研修

20日(月)

8日(水)

4日(土) 研修講師養成研修

労務管理研修

10日(金) 研修担当者レベルアップ研修

15日(水) 財務基礎研修

24日(金) 良い人材を見抜くための採用面接研修

9日(木) 評価者研修

20日(月) 電話応対基礎研修

15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

29日(水) 電話応対レベルアップ研修

31日(金) 営業電話研修

10日(金)

17日(金)

20日(月)

リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ

2日(木)

9日(木)

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

リーダーシップ研修（初級編）～サーバント
・リーダーシップで部下の成長を促進する16日(木)

（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
整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

4日(土) リーダーコミュニケーション研修

3日(金) 現場マネージャー研修

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う7日(火)

14日(火) アサーティブコミュニケーション研修

15日(水) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

13日(月) 業務改善研修

22日(水) 新人フォロー研修

8日(水) ビジネスマナー研修

1日(水) 研修講師養成研修

23日(木) 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

24日(金) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

25日(土) 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

27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

28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

29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

30日(木) （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

31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

20日(月)

1日(水)

4日(土) 17日(金)

1日(水)

20日(月)

16日(木) 25日(土)

25日(土)

プレゼンテーション研修

ロジカルシンキング研修

4日(土) リーダーコミュニケーション研修

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

2日(木)

2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

1日(水)

（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

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

リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

2日(木)

3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

時間 開催日 研修名

営業

時間 開催日 研修名

キャリアデザイン

8日(水)

13日(月) 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

４０代向けキャリアデザイン研修
～ワーク・ライフ・マネーバランスを考える

30日(木) 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

1日(水) 営業研修～ソリューション提案力向上編

2日(木) マーケティング研修

31日(金) 営業電話研修

31日(金) セールスプレゼンテーション研修

14日(火) 営業基礎研修
～飛び込み営業の基本スキルを習得する

9日(木) （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

20日(月) 交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

28日(火) コミュニケーション研修
～きっかけを作る雑談力向上編

6日(月) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

6日(月) 問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

10日(金) 整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

13日(月)

15日(水) ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

16日(木) 事務職のための業務改善研修
～ファイリング編

23日(木)

27日(月) 業務改善研修

24日(金)

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

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

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

30日(木) 業務改善研修
～変化に対応し、働き方改革を実現する

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15日(水)

1日(水) 研修講師養成研修

31日(金) メンタルヘルス研修～ラインケア

16日(木) リーダーシップ研修（初級編）～サーバント
・リーダーシップで部下の成長を促進する

17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

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

28日(火)

29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

30日(木) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

3日(金) アサーティブコミュニケーション研修

6日(月) ファシリテーション研修

2日(木)
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

8日(水) 評価者研修

9日(木) リーダーコミュニケーション研修

7日(火) 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

13日(月) 分かりやすい説明の仕方研修

14日(火) 上級管理職研修

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する21日(火)

22日(水)

20日(月) 業務改善研修

10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

23日(木) プレゼンテーション研修

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

27日(月) 目標管理研修

24日(金) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

研修名

伝えるスキル
開催日時間

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

4日(土) プレゼンテーション研修

15日(水)

ファシリテーション研修

分かりやすい説明の仕方研修

23日(木)
7日(火)
25日(土)

7日(火)

29日(水) パワーポイントプレゼンテーション研修

31日(金) セールスプレゼンテーション研修

20日(月)



2日(木)

2日(木)

4日(土) 20日(月)

3日(金)

1日(水)

3日(金)

プレゼンテーション研修

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

マーケティング研修

4日(土)

評価者研修

リーダーコミュニケーション研修

企画力研修～企画立案から企画書
作成までの流れを学ぶ
交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

6日(月)

6日(月)～7日(火）

秘書研修～秘書としての仕事の仕方

リーダー育成研修
～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）

13日(月)

13日(月)

10日(金)

8日(水)

9日(木)

9日(木)

10日(金)

16日(木)

16日(木)

7日(火)

8日(水)

14日(火)

14日(火)

15日(水)

21日(火)

21日(火)

20日(月)

15日(水)

17日(金)

17日(金)

22日(水)

23日(木)

22日(水)

23日(木)

24日(金)

24日(金)

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

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

部下モチベーション向上研修

新人フォロー研修

判断力強化研修

メンター研修

分かりやすい説明の仕方研修

営業研修～ソリューション提案力向上編

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

ビジネスマナー研修

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

ロジカルシンキング研修

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

コミュニケーション研修～エトス・パトス・
ロゴスで伝える力を強化する

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

リーダーシップ研修（初級編）～サーバント
・リーダーシップで部下の成長を促進する

メンタルヘルス研修～ラインケア

財務基礎研修

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

接客サービス・接客マナー向上研修

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
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

アサーティブコミュニケーション研修

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

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

25日(土)

25日(土) 調整力発揮研修

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

27日(月)

27日(月) 電話応対基礎研修

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

28日(火)

29日(水)

28日(火)

コミュニケーション研修

業務改善研修

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

30日(木)

29日(水)

30日(木)

31日(金)

現場マネージャー研修

目標管理研修

31日(金)

経営戦略研修

（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
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

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／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 9:00-18:00 10:00-17:30 9:00-17:00

研修名時間 開催日

広島開催

時間 開催日

福岡開催
研修名

9日(木) 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

10日(金) リーダーシップ研修（初級編）～サーバント
・リーダーシップで部下の成長を促進する

10日(金) ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

10日(金) 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」

15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

16日(木) 交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

17日(金) （若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

13日(月) 管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

13日(月) ファシリテーション研修

14日(火) （若手向け）ロジカルシンキング研修
～情報を整理し、結論を導く

14日(火)
（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

13日(月) 財務基礎研修

9日(木) 若手社員研修～主体性の発揮

9日(木) （半日研修）要約力強化研修
～仕事は「要約」から始まる！

14日(火) 上級管理職研修

ＩＴ入門研修（２日間）

15日(水) メンター研修

15日(水)～16日(木）

29日(水)

30日(木)

ナレッジマネジメント研修
～暗黙知を伝承する
事務職のための業務改善研修
～ファイリング編

22日(水) 業務改善研修

23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

29日(水)

30日(木) 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

30日(木) 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

パワーポイントプレゼンテーション研修

営業研修
～法人営業でのスキルアップを図る

31日(金)

31日(金)
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」

分かりやすい説明の仕方研修

現場マネージャー研修

17日(金)

20日(月)

21日(火) （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
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
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

21日(火)

21日(火)

22日(水) 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

22日(水) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

9日(木) 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

8日(水) リーダーシップ研修（初級編）～サーバント
・リーダーシップで部下の成長を促進する

6日(月) 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

3日(金)

7日(火)

1日(水)

上級管理職研修

21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

20日(月) 営業研修～ソリューション提案力向上編

若手社員研修～主体性の発揮

コミュニケーション研修

14日(火)

15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

16日(木) ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

17日(金) 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

27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

22日(水)

13日(月) （若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

10日(金) 研修講師養成研修

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

23日(木) リーダーコミュニケーション研修

24日(金) プレゼンテーション研修

業務改善研修

24日(金) （システム担当者向け）要件定義研修

24日(金) 営業研修～ソリューション提案力向上編

25日(土) 調整力発揮研修

24日(金) 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

23日(木) 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

27日(月) アサーティブコミュニケーション研修

ビジネスＥメールの書き方研修27日(月)

27日(月)

28日(火) 労務管理研修

28日(火) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る
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28日(火) 整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

29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

31日(金) アサーティブコミュニケーション研修


