
おすすめ研修のご紹介PICK
UP

本研修は、コンプライアンスの本質を学ぶと共に、コンプライアンス違反を防止するための体制づくりについて考えていただきます。
◆研修のポイント
①コンプライアンス違反（不祥事）の原因と影響を改めて考える
②コンプライアンスに対する意識改革～不祥事防止のための考え方と行動
③ソーシャルメディア（ＳＮＳ）の特徴を把握し、留意点をおさえる

（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

コンプラ対策は組織風土改革から ～従業員の思考停止を防ぐために～

検査データの改ざん問題や融資における不正審査問題、相次ぐハラスメントの告発など、企業における不正問題があとを絶ちません。
新聞やニュースで取り上げられるこうしたコンプライアンス違反は、組織的な問題として指弾されることが多く、直接関与した人や管轄責任
者だけを処分すれば解決するものでは当然ありません。また、当事者となった企業はもちろんですが、これらを他山の石として自社でも同じ
不正が起きないよう、企業幹部や管轄部門には抜本的な対策が求められることでしょう。

米国の研究者であるドナルド・Ｒ・クレッシーは、不正は「プレッシャー」「機会」「正当化」の３つの要因が揃った時に発生するという、いわゆ
る「不正のトライアングル」という考え方を提唱しています。不正を引き起こす動機となる「プレッシャー」が強まる中、不正を誘発するような

「機会」が存在し、不正をはたらく言い訳になるような「正当性」を背景にしてそれらは行われるというものです。

プレッシャーが不正の動機になるとはいえ、単純にプレッシャーを“悪”と位置付けるわけにはいきません。民間企業であれば、利益目標の達
成に向けて行動することがそもそもの活動意義であり、逆にそのプレッシャーが緩い企業には、統制が効かないがゆえのコンプライアンス違
反の恐れもあります。目標必達のプレッシャーをどのようにコントロールするかがマネジメントにおける重要なテーマであり、「過度な競争」や

「強い叱責」に頼ってそれを実現させようとするのではなく、自ら具体的かつ有効な実現方法を部下に示し、こまめにチェックすることで、「追
い詰めずに精勤させる」ような“良質なマイクロマネジメント”が求められるわけです。

一方、管理側の視点では、不正行為を行いづらいようなしくみを取り入れたり、相互チェックが働くような牽制環境を構築するなど、「しくみや
制度」を通じた不正防止策を図ることも重要です。こうした「しくみや制度」の設計や導入には、相応のコストが伴うため、経営層の理解と決断
がかかせません。人事総務部門のスタッフとしては、他社で発覚した不正問題をきっかけにして、自社での対策強化を進言するといった、機を
捉えた動きも大事でしょう。

プレッシャーに負けそうになり、不正をはたらき得る機会があったとしても、最後には「良心の呵責」が不正にブレーキをかけます。
しかし、その不正行為を自分の中で正当化してしまうと、不正に対するブレーキが利かなくなってしまいます。「自分は不当に扱われているから
このくらいやって当然だ」「過去からずっとやってきていることだからいいはず」「周りの人もやっているし」「会社も見て見ぬふりをしているじゃ
ないか」等々、自分を正当化するための“悪魔の声”は常に従業員の頭の中に渦巻いているのです。

相次ぐ不祥事の中、求められる抜本的対策とは

自分の頭で考えて「良くない」と思うことであれば、本来、抑止が働くはずなのに、思考を停止してしまい不正に手を染めてしまう。
そこに対して重要な役割を果たすのが「経営理念」です。もし、その従業員に「自分（自社）は何のために働いているのか」という理念に照らして
今の行動を振り返る習慣があったならば、「この行為は行うべきでない」と自省することもできるでしょうし、「このやり方は間違っている」と問
題提起することも考えられます。

経営理念の浸透が不正を抑止する

不正の背後にある「プレッシャー」「機会」「正当性」

また、全てをルールでガチガチに統制しすぎるのもよくありません。ルールで禁止されていないことはやってもよい、という都合の良い
解釈をさせることになったり、ルールにだけ従っていればよい、という行動様式が習慣化してしまい、自分の頭で考えて行動することを止めて
しまう恐れもあります。それに対し、「大事なこと」を示したうえで、やり方は「自分で考えなさい」という、ガイドライン型の統制を軸に据えるこ
とで、従業員の思考停止を防止する効果が期待できます。

コンプライアンス問題に対処するために、コンプライアンスに関する知識を補うことはもちろん大事ですが、組織風土を変えていくことが
恒久的な対策としては欠かせないといえるでしょう。

ルールではなくガイドラインで統制する
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ビジネスマインド

時間 開催日 研修名

大阪開催

コミュニケーション

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

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

マネジメント

部下育成

CS/接遇/クレーム対応

2 2 0 1 9

ファシリテーション研修

コミュニケーション研修
～きっかけを作る雑談力向上編

調整力発揮研修

（若手向け）コミュニケーション研修
～デキる「ホウ・レン・ソウ」

アサーティブ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
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

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

2日(土) 8日(金)
21日(木)

18日(月)

7日(木)

調整力発揮研修9日(土)

15日(金)

18日(月)

21日(木)

28日(木)

20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）

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

中級（課長級）管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

13日(水)

14日(木)

15日(金) 27日(水) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

中堅社員研修（２日間）

新人フォロー研修14日(木)

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

若手社員研修～主体性の発揮

19日(火)

20日(水)

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
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
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

21日(木)

22日(金)

25日(月)

4日(月)～5日(火）

6日(水)～7日(木）

管理職研修
～「予算」から見る管理職の役割編
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

管理職研修～「仕組み作り」で
実現させる生産性向上編

次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける

リーダーコミュニケーション研修

女性リーダー研修
～コミュニケーション能力向上編
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

現場マネージャー研修

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

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

判断力強化研修

2日(土) 7日(木)
19日(火) 28日(木)

5日(火)

4日(月) 23日(土)
26日(火)

4日(月)

1日(金)

12日(火)

27日(水)

26日(火)

25日(月)

18日(月)

19日(火)

22日(金)

22日(金)

22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

経営戦略研修1日(金)

20日(水)

1日(金)

チームマネジメント研修
～仕組み作りと推進力を学ぶ
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

13日(水)

14日(木)

中級（課長級）管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編14日(木)

上級管理職研修15日(金)

労務管理研修

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」
（コールセンター向け）
スーパーバイザー研修～ＳＶとしての
マネジメント力を向上させる

ＣＳクレーム対応研修

ベテランのためのビジネスマナー研修

ビジネスマナー研修7日(木) 19日(火)

5日(火)

6日(水)

接客サービス・接客マナー向上研修

秘書研修～秘書としての仕事の仕方20日(水)

12日(火)

14日(木)

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

ＣＳ向上研修
～ホスピタリティの意識を養う

22日(金)

26日(火)

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

メンタルヘルス研修～ラインケア

（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

（半日研修）メンタルヘルス研修
～風通しのよい職場づくり編

1日(金)

メンタルヘルス研修～セルフケア27日(水)

13日(水)

13日(水)

リスクマネジメント研修～未然に防ぐ
方法を学ぶ
管理職向けハラスメント防止研修
～上司力を発揮して、ハラスメントが
起きない組織を作る
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

21日(木）

25日(月)

27日(水)

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指導者向け）
新人・若手のホウ・レン・ソウ強化研修20日(水)

6日(水)

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編12日(火) 26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15日(金)25日(月)

ティーチング研修
～適切な業務指導の進め方2日(土) 5日(火)

メンター研修8日(金) 25日(月)

部下モチベーション向上研修

イマドキ世代の育て方研修

8日(金)

18日(月)

（外国人・帰国子女向け）日本で
働くためのビジネス基礎研修

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

28日(木)

28日(木)

クレーム電話対応研修27日(水)

28日(木) 接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する

OA/ITスキル

パワーポイント資料の作り方研修

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ基礎編

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ基礎編

18日(月)

23日(土)

4日(月)

18日(月)

20日(水)

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基礎編
ビジネス活用のための
ＲＰＡ研修/WinActor®研修（１日間）

23日(土)
＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）
Ｅｘｃｅｌ研修～手順を自動化し業務を
効率化させる編

28日(木) ＲＰＡ研修/ＷｉｎＡｃｔｏｒ®研修 初級編
～データ転記からＲＰＡを始める

人事/総務/財務/法務

ビジネス活用のための
ＲＰＡ研修/WinActor®研修（１日間）

研修担当者レベルアップ研修

（社内講師向け）
ビジネスマナー体験研修

労務管理研修

研修講師養成研修

22日(金)

7日(木)

1日(金)

12日(火)

20日(水)

ＲＰＡ研修/ＷｉｎＡｃｔｏｒ?研修 初級編
～データ転記からＲＰＡを始める28日(木)

評価・考課

評価者研修8日(金)

コミュニケーション研修9日(土) 14日(木)

業務改善
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日(土) 6日(水)

事務職のための業務改善研修
～ファイリング編26日(火)

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

28日(木)

ＲＰＡ研修/ＷｉｎＡｃｔｏｒ?研修 初級編
～データ転記からＲＰＡを始める28日(木)

ビジネス活用のための
ＲＰＡ研修/WinActor研修（１日間）20日(水)

業務改善研修

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8日(金)

13日(水)

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する13日(水)

コールセンター
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
コールセンターマネジメント研修
～ＫＰＩによる目標達成編

4日(月)

7日(木)

電話応対レベルアップ研修

（コールセンター向け）
スーパーバイザー研修～ＳＶとしての
マネジメント力を向上させる

12日(火)

26日(火)

電話応対基礎研修20日(水)



大阪開催

札幌開催
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1日(金)

コミュニケーション研修
～きっかけを作る雑談力向上編7日(木)

時間 開催日 研修名

仙台開催

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 10:00-17:30 9:00-17:00

研修名時間 開催日

考えるスキル
時間 開催日

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1日(金)

管理職研修～「仕組み作り」で
実現させる生産性向上編
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
中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

4日(月)

5日(火)

5日(火)

分かりやすい説明の仕方研修

管理職向け研修～マネージャーと
しての課題を整理する

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

ロジカルシンキング研修

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

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ基礎編

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
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(木)

14日(木)

23日(土)

1日(金)

12日(火)

1日(金)

2日(土)

8日(金)

2日(土)

6日(水)

1日(金) 20日(水)

2日(土)

27日(水)7日(木)

4日(月)

4日(月)

2日(土)

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
＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）
Ｅｘｃｅｌ研修～手順を自動化し業務を
効率化させる編
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

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

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

ビジネスマナー研修

新人フォロー研修

プレゼンテーション研修8日(金)

6日(水)

13日(水)

7日(木)

7日(木)

6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13日(水)

ファシリテーション研修

ロジカルシンキング研修

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14日(木)

14日(木)

15日(金)

ティーチング研修
～適切な業務指導の進め方

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15日(金)

コミュニケーション研修19日(火)

18日(月)

メンタルヘルス研修～ラインケア20日(水)

電話応対基礎研修

労務管理研修21日(木)

22日(金)

研修講師養成研修

営業研修
～ソリューション提案力向上編25日(月)

26日(火)

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

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

19日(火)

20日(水)

（若手向け）コミュニケーション研修
～デキる「ホウ・レン・ソウ」
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）

27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28日(木)

27日(水)～28日(木）

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

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ
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

ＣＳ向上研修
～ホスピタリティの意識を養う

評価者研修

4日(月)

5日(火)

5日(火)

5日(火)

5日(火)

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基礎編
ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導
の基本スキル習得編6日(水)

6日(水)

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

マーケティング研修4日(月)

判断力強化研修1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

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5日(火)

8日(金)

ロジカルシンキング研修

2日(土)21日(木)

27日(水)15日(金)

交渉力向上研修～ネゴシエーション
スキルを上達させる

ファシリテーション研修

22日(金)

2日(土) 8日(金)
21日(木)

プレゼンテーション研修2日(土) 13日(水)

23日(土)

説明力向上研修～管理職が遭遇する、
タフな状況での説明力を鍛える15日(金)

説得力強化研修
～ディベートによる能力開発1日(金)

パワーポイントプレゼンテーション研修

セールスプレゼンテーション研修

8日(金)

分かりやすい説明の仕方研修19日(火)

6日(水)

書くスキル

報告書・議事録の書き方研修

ビジネス文書研修

業務フロー作成研修

論理的で分かりやすい
文書の書き方研修

ビジネス文書レベルアップ研修
～相手が唸る文書の書き方

Ｅメールの書き方研修
～顧客満足度を高める編5日(火)

提案書の作り方研修4日(月)

パワーポイント資料の作り方研修4日(月)

15日(金)

21日(木) 23日(土)

6日(水)

7日(木)

12日(火)

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18日(月)

キャリアデザイン
５０代向けキャリアデザイン研修
～人生１００年時代のマネー戦略を
立てる
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」
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

6日(水)

25日(月)

27日(水)

ソリューション提案力向上研修
～顧客視点で最適解を導き出す

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

仮説構築力向上研修23日(土)

25日(月)

26日(火)

営業
交渉力向上研修～ネゴシエーション
スキルを上達させる22日(金) 23日(土)

提案書の作り方研修4日(月) 9日(土)

営業研修
～ソリューション提案力向上編14日(木) 16日(土)

マーケティング研修4日(月)

セールスプレゼンテーション研修

（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5日(火)

6日(水)

伝えるスキル

研修名

創造力強化研修～クリエイティブ
シンキングのためのマインドとスキル

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

図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

（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

仮説構築力向上研修

12日(火)

19日(火)

22日(金)

23日(土)

25日(月)

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

上級管理職研修

財務基礎研修

（半日研修）
ワーキングマザー向けキャリア研修

（半日研修）ワーキングマザー研修
～仕事の進め方編

営業研修～ソリューション提案力向上編

企画力研修～企画立案から
企画書作成までの流れを学ぶ

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

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

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

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

8日(金)

12日(火)

7日(木)

1日(金)

8日(金)

13日(水)

1日(金)

4日(月)

5日(火)

7日(木)

6日(水)

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

ビジネス文書研修

若手社員研修～主体性の発揮

電話応対基礎研修

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

18日(月)

19日(火)

20日(水)

19日(火)

20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

（ＯＪＴ指導者向け）
新人・若手のホウ・レン・ソウ強化研修

ロジカルシンキング研修

良い人材を見抜くための採用面接研修

21日(木)

21日(木)

22日(金)

22日(金)

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
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

22日(金)

25日(月)

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

労務管理研修

仕事の意欲向上研修～ポジティブ
シンキングを仕事に活用する

判断力強化研修

13日(水)

14日(木)

14日(木)

15日(金)

ティーチング研修
～適切な業務指導の進め方15日(金)

リーダーコミュニケーション研修27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26日(火)

（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26日(火)

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
図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

27日(水)

28日(木)



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 10:00-17:30 9:00-17:00

研修名時間 開催日

名古屋開催
研修名時間 開催日

広島開催

福岡開催

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

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

リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ

電話応対基礎研修

ロジカルシンキング研修

若手社員研修～主体性の発揮

図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

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

ビジネス文書研修

（ＯＪＴ指導者向け）新人・若手の
ホウ・レン・ソウ強化研修

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

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

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

リーダーコミュニケーション研修

（社内講師向け）
ビジネスマナー体験研修

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

13日(水)

7日(木)

14日(木)

12日(火)

15日(金)

18日(月)

19日(火)

1日(金)

13日(水)

14日(木)

4日(月)

5日(火)

5日(火)

6日(水)

8日(金)

7日(木)

20日(水)

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる20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

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

Ｅメールの書き方研修
～顧客満足度を高める編

パワーポイント資料の作り方研修

中級（課長級）管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

（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

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

ナレッジマネジメント研修
～暗黙知を伝承する

秘書研修～秘書としての仕事の仕方

若手社員研修～主体性の発揮

アサーティブコミュニケーション研修

メンター研修12日(火)

12日(火)

7日(木)

6日(水)

8日(金)

7日(木)

7日(木)

13日(水)

13日(水)

8日(金)

8日(金)

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る15日(金)

13日(水)

労務管理研修

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

21日(木)

22日(金)

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ基礎編

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ基礎編

図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編
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」

プレゼンテーション研修

分かりやすい説明の仕方研修

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
情報活用力養成研修
～情報の収集・整理・分析編

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基礎編

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

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

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

労務管理研修

イマドキ世代の育て方研修

調整力発揮研修

ビジネスマナー研修

（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

（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
ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編
創造力強化研修～クリエイティブ
シンキングのためのマインドとスキル

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

ロジカルシンキング研修

ティーチング研修
～適切な業務指導の進め方

5日(火)

6日(水)

6日(水)

5日(火)

7日(木)

6日(水)

2日(土)

2日(土)

4日(月)

8日(金)

7日(木)

8日(金)

報告書・議事録の書き方研修8日(金)

7日(木)

12日(火)

メンター研修13日(水)

14日(木)

15日(金)

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

18日(月)

19日(火)

13日(水)

13日(水)

14日(木)

14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12日(火)

15日(金)

19日(火)

18日(月)

20日(水)

仕事の意欲向上研修～ポジティブ
シンキングを仕事に活用する

（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(水)

20日(水)

ファシリテーション研修

研修講師養成研修

21日(木)

21日(木)

電話応対基礎研修21日(木)

23日(土)

22日(金) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

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

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

25日(月)

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28日(木)

26日(火)

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

リーダーコミュニケーション研修

23日(土)

25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

プロジェクトマネジメント基礎研修

27日(水)

27日(水)

メンタルヘルス研修～ラインケア26日(火)

業務改善研修27日(水)

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

業務改善研修

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

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

（コールセンター向け）
スーパーバイザー研修～ＳＶとしての
マネジメント力を向上させる

（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

27日(水)

27日(水)

28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28日(木)

25日(月)

26日(火)

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日(土) 22日(金)

ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

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

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）

14日(木)

（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15日(金)

14日(木)

14日(木)～15日(金）

評価者研修1日(金)

プレゼンテーション研修

業務改善研修

財務基礎研修

情報活用力養成研修
～情報の収集・整理・分析編

リーダーコミュニケーション研修

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

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」

電話応対基礎研修

判断力強化研修

創造力強化研修～クリエイティブ
シンキングのためのマインドとスキル
コミュニケーション研修
～きっかけを作る雑談力向上編
チームマネジメント研修
～仕組み作りと推進力を学ぶ

（半日研修）メンタルヘルス研修
～風通しのよい職場づくり編
中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

ファシリテーション研修

ビジネスマナー研修

調整力発揮研修

マーケティング研修

イマドキ世代の育て方研修

企画力研修～企画立案から
企画書作成までの流れを学ぶ

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

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

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

20日(水)

19日(火)

21日(木)

20日(水)

21日(木)

21日(木)

22日(金)

22日(金)

18日(月)

20日(水)

21日(木)

18日(月)

18日(月)

18日(月)

19日(火)

19日(火)

19日(火)

23日(土)

22日(金)

23日(土)

25日(月)

25日(月)

25日(月)

＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）
Ｅｘｃｅｌ研修～手順を自動化し業務を
効率化させる編

2日(土)

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）4日(月)～5日(火）

研修講師養成研修

業務フロー作成研修

26日(火)

25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

（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27日(水)

26日(火)

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1日(金)

プロジェクトマネジメント基礎研修

図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

28日(木)

27日(水)
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