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未曽有の売り手市場にあるリーダー人材

グローバル化や情報技術の急速な進化に伴い、経営環境が大きく変化している中、新たな活路を開くべく大胆な戦略転換や、新規事業の開
拓が求められています。ところが、その舵取り役を担う、リーダーの不足が、日本のあちこちで問題になっています。経営トップにおいては、
外資系企業の日本法人でのトップ経験者などに対して、引く手あまたの状況が続いており、それは裏を返せば、組織を率いる経営者が、プロ
パー人材の中に育っていないということを表しています。
そして、さらに深刻なのが、ミドルから中堅クラスにおける「次世代リーダー層」の不足です。

日本中でリーダーが足りない

かつての日本のように、緩やかな変化の中で、安定的に成長できていた時代においては、ピラミッド型の組織の頂点にあるポジションにつ
くことで、ある程度は「リーダー」の役割を果たすことができました。しかし、変化の激しい現代においては、こうした前例踏襲型のリーダー
では、未知なる将来に向けてチームを引っ張っていくことは難しいと言わざるを得ません。

「ポジション」につけば誰でもリーダーになれた時代

では、どのようにして次の世代のリーダーを育てていけばよいのでしょうか。
管理職になった途端、「今日からリーダーとしてチームを率いなさい」と言われても一朝一夕にリーダーに求められるスキルやマインドが身に
付くものではありません。また、最近では「管理職になりたがらない中堅層」が増えてきているとも言われていますが、変化の激しい経営環
境の中にあって、日々苦闘する上司・先輩の姿を見て、尻込みする「次世代リーダー層」が少なくないのも実態です。

リーダーになりたがらない「次世代リーダー層」

一方で、リーダーを必要とするポストは今まで以上に増えています。あらゆる活動がプロジェクト的に進められることが当たり前となってい
ますが、そのプロジェクトの数だけリーダーが不可欠です。ピラミッドの頂点に立つ「ポジション」としてのリーダーとは異なり、プロジェクト
のリーダーは必ずしもキャリアで選ばれるわけではありません。年次や経験はもちろん、場合によっては雇用形態すら関係なく、「出来る人」
がリーダー役を担うことも間々あります。リーダーとしての本当の力は、こうした現場の小さなチーム活動の中で培われるものであり、
火中の栗を拾う心意気をもって、リーダー役を引き受けた者だけが身に付けていけるものなのです。

リーダーの「ポスト」はいくらでも転がっている！？

率いる組織の大小にかかわらず、リーダーには幅広いスキルが求められます。様々な人との意見をまとめる「調整力」、上司やキーパーソンを
説得する「交渉力」、計画を遂行するための「進捗管理力」、発生したトラブルに対処するための「問題解決力」そして、こうしたストレスフルで
やっかいなプロジェクトに真正面から対峙する「胆力」が求められます。
こうした力を身に付けた人材こそが、やがて、社内外で引く手あまたとなるのです。

リーダー経験こそ最強のポータブルスキル

リーダーシップとは、基本的に現場と格闘する中で身に付けるものですが、その悩みの最中にあるからこそ、研修で学ぶことも実感をとも
なって響いてくるものです。次世代リーダーには、いつか役立つであろう「お勉強としてのリーダーシップ」ではなく、今必要な「自分ごととし
てのリーダーシップ」を異業種交流を通じて、ぜひ学んでいただきたいと思います。

自分ごととしてのリーダーシップを学ぶ

6June

おすすめ研修のご紹介PICK
UP

・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
本研修は「はじめてリーダーの役割を任された方」「リーダーになって間もない方」を対象にした研修です。
まずリーダーになることについて受け入れていただきつつ、自分なりのリーダー像を考えていただきます。そのうえで、リーダーとしてメンバーを
まとめるためのスキルや手法を学んでいただきます。
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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 研修名

営業

時間 開催日 研修名

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

部下育成

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

6

1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

8日(金)2日(土)

8日(金)

29日(金)16日(土) アサーティブコミュニケーション研修

9日(土) 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

19日(火) 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

28日(木) （若手向け）コミュニケーション研修
～デキる「ホウ・レン・ソウ」

14日(木) コミュニケーション研修

7日(木) リーダーコミュニケーション研修

部下モチベーション向上研修

ファシリテーション研修

27日(水)

19日(火) 営業リーダー研修
～チーム活性化の仕組みとルール

28日(木)

27日(水) （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

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

16日(土) マーケティング研修

30日(土)25日(月) 仮説構築力向上研修

7日(木)

5日(火) 営業研修～ソリューション提案力向上編

セールスプレゼンテーション研修

13日(水) 提案書の作り方研修

15日(金) 営業力強化研修
～論理的思考で営業活動を考える

18日(月) 営業研修～新規開拓営業編

1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

8日(金) 部下モチベーション向上研修

11日(月) メンター研修

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編5日(火) 20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6日(水) 25日(月)

2日(土) 23日(土) ティーチング研修～適切な
業務指導の進め方
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8日(金) 22日(金)

5日(火) 報告書・議事録の書き方研修

13日(水) 提案書の作り方研修

25日(月) ビジネス文書研修

29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

2日(土) 11日(月) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

9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

7日(木) ロジカルシンキング研修30日(土)

12日(火)

2日(土) 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23日(土)

27日(水)

25日(月) 仮説構築力向上研修30日(土)

16日(土) マーケティング研修27日(水)

5日(火) 企画力研修～企画立案から
企画書作成までの流れを学ぶ

15日(金)

14日(木) 図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

ナレッジマネジメント研修
～暗黙知を伝承する

18日(月)

20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

19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

21日(木) （新入社員・新社会人向け）ロジカル
シンキング研修～情報を整理し、結論を導く

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

30日(土) 判断力強化研修

研修名

伝えるスキル
時間 開催日

22日(金)
30日(土) プレゼンテーション研修4日(月)

8日(金) ファシリテーション研修2日(土)

セールスプレゼンテーション研修7日(木)

18日(月) パワーポイントプレゼンテーション研修

28日(木)

26日(火) 分かりやすい説明の仕方研修

説得力強化研修～ディベートによる能力開発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

15日(金)

4日(月)

26日(火)

18日(月)

（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
～組織における不祥事防止

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

29日(金) メンタルヘルス研修～ラインケア

21日(木)

21日(木) クレームＥメール対応研修

秘書研修～秘書としての仕事の仕方

8日(金) 接客サービス・接客マナー向上研修

14日(木)

ＣＳ向上研修
～ホスピタリティの意識を養う6日(水)

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

1日(金) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ20日(水)

16日(土) 20日(水) ビジネスマナー研修

28日(木) 現場マネージャー研修

財務基礎研修

21日(木) 中級（課長級）管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

25日(月)

30日(土) 判断力強化研修

上級管理職研修

28日(木) 女性リーダー研修～スキルアップ編
「リーダーとしての足りないスキルを習得する」

29日(金)

13日(水) （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

15日(金)

9日(土)

23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

4日(月)

19日(火) 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

18日(月)

22日(金)

14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

1日(金) 9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）

12日(火)

30日(土)

7日(木) リーダーコミュニケーション研修

6日(水) 経営戦略研修

7日(木) 目標管理研修

プロジェクトマネジメント基礎研修

8日(金)

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16日(土)

27日(水)

次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける11日(月)

21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

中級（課長級）管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

11日(月)　　
～1２日(火）



時間 開催日 研修名

札幌開催大阪開催

7日(木)

7日(木)

若手社員研修～主体性の発揮

プレゼンテーション研修

8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

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)

1日(金) パワーポイントプレゼンテーション研修

1日(金)

1日(金)

6日(水) リーダーコミュニケーション研修

事務職のための業務改善研修
～ファイリング編

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

図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

6日(水)

4日(月) 報告書・議事録の書き方研修

4日(月)
【遠隔リアル】（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

5日(火) 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日(土) 5日(火)
23日(土)

6日(水) 9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

2日(土) 28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

8日(金) 26日(火) 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

7日(木) 16日(土)

11日(月) 30日(土) 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

8日(金) 9日(土) 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

20日(水)

マーケティング研修

業務改善研修

16日(土) 研修講師養成研修

22日(金) 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

30日(土)

30日(土)

21日(木)

2日(土) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修13日(水)

19日(火) 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

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

19日(火)7日(木) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

19日(火)7日(木) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

1日(金) 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

13日(水)

14日(木) （若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡ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

6日(水) 若手社員研修～主体性の発揮

26日(火) 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日(土) 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

13日(水)
28日(木)

25日(月)23日(土) 業務改善研修

5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23日(土)

1日(金) 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

18日(月)

22日(金) 整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

12日(火) ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編4日(月)

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5日(火)

18日(月) リーダーコミュニケーション研修

14日(木) ロジカルシンキング研修

11日(月) 接客サービス・接客マナー向上研修

13日(水) アサーティブコミュニケーション研修

1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

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(金)

12日(火) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

8日(金) プレゼンテーション研修

7日(木) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

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

20日(水)

電話応対基礎研修29日(金)

19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

22日(金) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

21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

26日(火) 中級（課長級）管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

25日(月) 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) 管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

27日(水) 図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

1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

11日(月) メンタルヘルス研修～ラインケア

2日(土) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

9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

4日(月) ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

5日(火) 中級（課長級）管理職研修～課長としての
あり方・現場力編 

6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

29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

28日(木) 営業研修～ソリューション提案力向上編

30日(水) プレゼンテーション研修

7日(木) ビジネスマナー研修

8日(金) アサーティブコミュニケーション研修

12日(火) 企画力研修～企画立案から企画書作成
までの流れを学ぶ

13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」

14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

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

20日(水) ロジカルシンキング研修

21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

22日(金) 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

23日(土) 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

25日(月) 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

26日(火) 問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

27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

16日(土) アサーティブコミュニケーション研修

18日(月) 中級（課長級）管理職研修～課長としての
あり方・現場力編 

19日(火) 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

9日(土)

11日(月)

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

16日(土) アサーティブコミュニケーション研修

時間 開催日 研修名

OA/ITスキル

時間 開催日 研修名

ビジネスマインド

時間 開催日 研修名

コールセンター

時間 開催日 研修名

キャリアデザイン

時間 開催日 研修名

人事/総務/財務/法務

9日(土) 12日(火) プロジェクトマネジメント基礎研修

12日(火) ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

20日(水) ＵＩ（ユーザーインターフェイス）設計力向上研修

9日(土)4日(月) 研修講師養成研修

19日(火) 労務管理研修

25日(月) 財務基礎研修

26日(火) 良い人材を見抜くための採用面接研修

16日(土)

4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

6日(水) （半日研修）ワーキングマザー向け
キャリア研修

27日(水) 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

13日(水)
（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

22日(金) 電話応対基礎研修

26日(火) 電話応対レベルアップ研修

29日(金) 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



11日(月)

12日(火)

13日(水)

13日(水)

アサーティブコミュニケーション研修

【遠隔リアル（サテライト開催）】
（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

ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

12日(火) （若手向け）コミュニケーション研修
～デキる「ホウ・レン・ソウ」

14日(木) 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

14日(木) ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

ファシリテーション研修

12日(火) 企画力研修～企画立案から
企画書作成までの流れを学ぶ

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

20日(水) プレゼンテーション研修

1日(金) 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

6日(水) ビジネス文書研修

11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

12日(火)
（新入社員・新社会人向け）ビジネス基礎
ダイジェスト研修～新社会人の基本動作と
ビジネスマナー

18日(月) 整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

22日(金)

15日(金) ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

19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

業務改善研修

21日(木)
【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

8日(金)
女性リーダー研修～スキルアップ編

「リーダーとしての足りないスキルを
習得する」

7日(木) 若手社員研修～主体性の発揮

4日(月) リーダーコミュニケーション研修

5日(火) ビジネスマナー研修

13日(水)
（新入社員・新社会人向け）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

14日(木) 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

28日(木) アサーティブコミュニケーション研修

26日(火) 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

29日(金)

25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

27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

営業研修～ソリューション提案力向上編

14日(木)

15日(金)

20日(水)

5日(火)

6日(水)

6日(水)

8日(金)

25日(月)

26日(火)

27日(水)

27日(水)

29日(金)

30日(土)

28日(木)

12日(火)

18日(月)

19日(火)

23日(土)

22日(金)

21日(木)

22日(金)

13日(水)

11日(月)

14日(木)

7日(木)

8日(金)

11日(月)

5日(火)

若手社員研修～主体性の発揮

職場環境の改善・活性化研修～５Ｓ活用編

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

メンター研修

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
ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編
企画力研修
～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ

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

分かりやすい説明の仕方研修

（ＯＪＴ指導者向け）
新人・若手のホウ・レン・ソウ強化研修

コミュニケーション研修

現場マネージャー研修

（コールセンター向け）スーパーバイザー研修
～ＳＶとしての役割を知る

クレーム電話対応研修

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
管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

26日(火) 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

リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ

女性リーダー研修～スキルアップ編
「リーダーとしての足りないスキルを習得する」

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

29日(金) 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
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

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

4日(月)

18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

（若手向け）コミュニケーション研修
～デキる「ホウ・レン・ソウ」

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

23日(土) 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
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

25日(月) （新入社員・新社会人向け）ロジカルシンキング
研修～情報を整理し、結論を導く

ビジネスマナー研修

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

21日(木) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

12日(火) 図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

1日(金)

4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日(土)

プレゼンテーション研修

ティーチング研修～適切な業務指導の進め方

営業研修～ソリューション提案力向上編

電話応対基礎研修

時間 開催日

福岡開催
研修名

9日(土) 15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

9日(土) 19日(火) 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

7日(木) 16日(土)

30日(土)13日(水)

マーケティング研修

業務改善研修

28日(木)16日(土) 判断力強化研修

2日(土)1日(金) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修
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19日(火) ビジネス文書研修

19日(火) モニタリングフィードバック研修

18日(月)

20日(水)

ＵＩ（ユーザーインターフェイス）設計力向上研修

コミュニケーション研修

16日(土) 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

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

18日(月)

15日(金)

営業研修～ソリューション提案力向上編

14日(木)

15日(金)

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

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

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

15日(金)

18日(月)

19日(火)

業務改善研修
～変化に対応し、働き方改革を実現する

（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

20日(水)

21日(木)

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

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

21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

22日(金) 上級管理職研修

22日(金) 【遠隔リアル（サテライト開催）】
メンタルヘルス研修～セルフケア

28日(木) メンター研修

28日(木) 仮説構築力向上研修

29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

29日(金) 秘書研修～秘書としての仕事の仕方

29日(金)
【遠隔リアル（サテライト開催）】
情報活用力養成研修～情報の収集・
整理・分析編

23日(土) 判断力強化研修

23日(土) 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

25日(月) メンタルヘルス研修～ラインケア

25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(月) 現場マネージャー研修

26日(火) Ｅメールの書き方研修～顧客満足度を高める編

16日(土) アサーティブコミュニケーション研修

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

27日(水) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

27日(水) 電話応対基礎研修

27日(水)
【遠隔リアル（サテライト開催）】
（半日研修）コンプライアンス研修
～組織における不祥事防止


