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RPAも再雇用制度もプロセスの再編が導入のカギ

慢性的な人手不足が続くわが国において、足りない人材をどうやって補うかは、今やどの企業にとっても経営の最重要課題の一つに違いあ
りません。その有効な補完手段として RPA の導入を検討するところも増えてきています。
RPA とは、ロボティック・プロセス・オートメーション（Robotic Process Automation）の略語ですが、その名の通り、業務プロセスを自
動化することにより、人よりも高い生産性をもって業務を遂行できるところにその妙味があります。今、人の手でやっている業務をそのまま
ロボットに置き換えることで、人手不足の解消を図ることもできますし、業務効率をアップさせることもできます。しかし、より高い生産性を
期待するならば、従来の業務フローを見直した上で、ロボットが得意とする単純で連続的な業務を集約・再編した上で RPA を導入するこ
とが、その導入の成功のカギを握ることになります。

プロセスの再編があってこそRPAは活きる！？

労働力不足と裏腹の関係にある「高齢化問題」への対応もまた、経営における重要課題の一つといえるでしょう。
高年齢者安定雇用法の施行により、再雇用制度を導入する企業は増えていますが、ここで問題として上がってきているのが、再雇用者に与
えるべき「仕事づくり」です。かつては、再雇用者の多くは「望まれて働き続ける人」であり、定年時に在籍していた部署で引き続き業務に携
わってもらうことが多かったと思われますが、６０歳以降の雇用が半ば“義務化”された現在、すべての再雇用者に、もといた部署で現役世
代と一緒に働き続けてもらうわけにはいかなくなり、引受先探しが問題になってきました。そこで、体力的負担が軽く、高度な判断や責任も
求められない、“平均的な再雇用者”に適した働き場所を、新たに社内に作り出す必要が出てきたのです。
具体的には、単純な事務作業を集約した「事務センター」での勤務や、現役社員の「サポート業務」に携わってもらうといった取り組みがさ
れていますが、ここでもまた、従来の仕事のフローを見直したうえで比較的単純な業務を集約し、再雇用者に与えるという「業務を再編する
力」が問われることとなります。

再雇用者が活きる業務を作り出す

こうした業務の再編は、RPA や再雇用制度の導入に限ったことではなく、パートタイマーや派遣スタッフを新たに活用する際においても求
められることなのですが、いずれにしても、導入の狙いを「安価なリソースへの置き換え」にとどまらせず、より生産的な業務プロセスの“開
発” に狙いを定めて取り組むことが高い効果を生み出すカギとなります。「とりあえず導入してから考えよう」というスピード重視の発想は、
今の時代においてはむしろ歓迎される考え方とえいますが、拙速に動き出し、「導入することがゴール」になってしまわないよう、視点を高く
持ち、戦略的に導入を進めていきたいものです。

拙速な導入は効果も限定的
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おすすめ研修のご紹介PICK
UP

・ビジネス活用のためのRPA研修 /WinActor® 研修
ＲＰＡの導入に必要なことを一から学んでいただく研修です。まずは、「ＲＰＡとは何か」、「ＲＰＡでどのようなことができるのか」に加え、「どのよう
な種類のツールがあるのか」、「費用はいくらかかるか」、そして「何から手を付ければ良いのか」などにもお答えします。本研修では、実際にＲＰＡ
ツール「WinActor®」を用いてシナリオの作成をいただきます。さらに、社内でどのようなＲＰＡから手を付けれいただければ良いのかについても
考えていただきます。※「WinActor®」は NTT アドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

・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
業務ノウハウが属人化してしまうことで、業務引継ぎに時間がかかりすぎたり、業務効率が悪化したりしてしまう問題が発生します。業務改
善の手段およびノウハウ共有・業務標準化の手段として、マニュアル作成の考え方や具体的手法の習得を図ります。

・業務フロー作成研修
業務フローの作成・運用は個別業務の属人化を防ぎ、衆知を集めての業務運用を可能にします。結果、業務改善や知識伝承、リスク管理
が運用できるようになり、「業務改善しよう」という前向きな力が生まれます。本研修では、まず業務フロー作成の意味と作成方法を学びま
す。その後、特にリスク管理の観点から、実際に業務フローの作成方法を習得していただきます。非正規雇用の従業員の比率が高い職場や
社員の異動が多い部署にとっては、特に役立つ研修です。
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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

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

マネジメント

研修名

伝えるスキル
開催日時間

時間 開催日 研修名

部下育成

時間 開催日 研修名

CS/接遇/クレーム対応

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

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

アサーティブコミュニケーション研修

ファシリテーション研修

部下モチベーション向上研修

対人関係構築研修～円滑なコミュニ
ケーションのためのスキルを習得する

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

リーダーコミュニケーション研修

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

16日(土)

2日(土) 4日(月)
28日(木)

1日(金) 20日(水)

1日(金)

18日(月)

7日(木) 25日(月)

9日(土) 13日(水)

11日(月)

12日(火)

14日(木)

25日(月)

27日(水) 調整力発揮研修

目標管理研修

上級管理職研修

プロジェクトマネジメント基礎研修

チームマネジメント研修
～仕組み作りと推進力を学ぶ

現場マネージャー研修

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）

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
管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

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

営業マネージャー研修

12日(火)

19日(火)

16日(土)
29日(金)

6日(水) 9日(土)

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13日(水)

1日(金)

23日(土) 26日(火)

18日(月) 29日(金)

1日(金)

4日(月)

6日(水)

12日(火)

6日(水)～7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

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

若手社員研修～主体性の発揮

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

新人フォロー研修

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

管理職研修
～「予算」から見る管理職の役割編

12日(火)

13日(水)

13日(水)

13日(水)

18日(月)

20日(水)

20日(水)

25日(月)

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

（半日研修）ワーキングマザー研修
～仕事の進め方編
中級（課長級）管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

26日(火)

26日(火)

27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

（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

28日(木)

28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

（社内講師向け）
ビジネスマナー体験研修

接客サービス・接客マナー向上研修

ベテランのためのビジネスマナー研修

クレームＥメール対応研修

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(水)

18日(月)

クレーム電話対応研修

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ26日(火)

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

29日(金)

22日(金)

6日(水)

8日(金)

15日(金)

（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）

4日(月)～5日(火）
26日(火)～27日(水）
28日(木)～29日(金）

ビジネスマナー研修7日(木) 23日(土)
27日(水)

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編15日(金) 28日(木)

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

報告書・議事録の書き方研修

ビジネス文書研修

提案書の作り方研修

業務フロー作成研修

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

22日(金)

19日(火)

12日(火) 25日(月)

6日(水)

8日(金)

14日(木)

20日(水)

20日(水)

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

情報活用力養成研修
～情報の収集・整理・分析編

18日(月)

28日(木)

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

企画力研修～企画立案から
企画書作成までの流れを学ぶ

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
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

ロジカルシンキング研修

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

22日(金)

2日(土) 11日(月)
23日(土) 26日(火)

9日(土)

14日(木)

8日(金) 16日(土)

16日(土) 20日(水)

9日(土)

9日(土) 25日(月)

4日(月) 23日(土)

判断力強化研修

マーケティング研修

ナレッジマネジメント研修
～暗黙知を伝承する

【関西マーケティング道場】
落とし穴にご用心！SNS時代の
商品開発と新しいマーケティングとは？

15日(金)

16日(土)

プレゼンテーション研修2日(土) 11日(月)
19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) 7日(木)
26日(火)

ファシリテーション研修7日(木) 25日(月)

説得力強化研修～ディベートによる
能力開発1日(金) 22日(金)

分かりやすい説明の仕方研修19日(火) 29日(金)

リーダーコミュニケーション研修

判断力強化研修

労務管理研修

管理職研修
～「予算」から見る管理職の役割編

中級（課長級）管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

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
次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける

管理職研修～「仕組み作り」で実現
させる生産性向上編

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」

リーダー育成研修
～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）

18日(月)

14日(木)

15日(金)

15日(金)

15日(金)

19日(火)

20日(水)

22日(金)

26日(火)

財務基礎研修29日(金)

14日(木)～15日(金）

時間 開催日 研修名

ビジネスマインド

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

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

（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）

29日(金)

29日(金)

12日(火)16日(土)

5日(火) 19日(火)

18日(月)

4日(月)～5日(火）
26日(火)～27日(水）
28日(木)～29日(金）

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！
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）

上級管理職研修12日(火)

11日(月) 22日(金)

6日(水)～7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)8日(金)

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

ティーチング研修
～適切な業務指導の進め方

13日(水)

2日(土) 25日(月)

9日(土)

（ＯＪＴ指導者向け）
新人・若手のホウ・レン・ソウ強化研修

1日(金)

11日(月)

12日(火) （男性管理職向け）
女性リーダーを育てる研修

部下モチベーション向上研修

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

19日(火)

25日(月)

イマドキ世代の育て方研修

28日(木) メンター研修



大阪開催

時間 開催日

研修名

札幌開催

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

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 研修名

営業

時間 開催日 研修名

評価・考課

時間 開催日 研修名

リスク管理/ヘルスケア

メンタルヘルス研修～セルフケア

13日(水) 23日(土)

6日(水)

（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(水)

14日(木)

18日(月)
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
リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ27日(水)

メンタルヘルス研修～ラインケア

時間 開催日 研修名

コールセンター

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

電話応対基礎研修

電話応対レベルアップ研修

5日(火) 23日(土)

1日(金)

12日(火)

プロジェクトマネジメント基礎研修

ビジネス活用のためのＲＰＡ研修/
WinActor®研修（１日間）

（中上級者向け）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Excelマクロ・ＶＢＡを活用する編

5日(火)

6日(水)

9日(土)

14日(木)

15日(金) 業務削減研修～自動化（ＲＰＡ）
に向けて業務フローを見直す

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ応用編

財務基礎研修

良い人材を見抜くための採用面接研修

（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

15日(金)

2日(土) 8日(金)
18日(月)

5日(火)

6日(水)

5日(火) ビジネス活用のためのＲＰＡ研修/
WinActor®研修（１日間）

15日(金) 業務削減研修～自動化（ＲＰＡ）
に向けて業務フローを見直す

29日(金)

提案書の作り方研修

営業研修
～ソリューション提案力向上編

交渉力向上研修～ネゴシエーション
スキルを上達させる

営業マネージャー研修

マーケティング研修

（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

営業基礎研修～飛び込み営業の
基本スキルを習得する

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

14日(木)

2日(土) 7日(木)
26日(火)

1日(金)

4日(月)

22日(金)

19日(火)

20日(水)

27日(水)

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
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
問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

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)

29日(金)

4日(月) 23日(土)

ビジネス活用のためのＲＰＡ研修/
WinActor®研修（１日間）
業務改善研修
～変化に対応し、働き方改革を実現する
整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る
生産性向上研修～仕事の見える化で
ムダなく成果につなげる

生産性向上研修～明確な指示で、
部下のパフォーマンスを高める

13日(水)

1日(金)

4日(月)

5日(火)

5日(火)

11日(月)

15日(金) 業務削減研修～自動化（ＲＰＡ）に
向けて業務フローを見直す

時間 開催日 研修名

仙台開催

中級（課長級）管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

メンター研修

評価者研修

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

1日(金)

2日(土)

4日(月)

5日(火)

23日(土)

（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

目標管理研修4日(月)

評価者研修7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

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

（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

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指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編
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

プレゼンテーション研修

目標管理研修

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する
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

イマドキ世代の育て方研修

メンター研修

ロジカルシンキング研修

ファシリテーション研修

ビジネス文書研修

新人フォロー研修

13日(水)

8日(金)

15日(金)

13日(水)

19日(火)

20日(水)

22日(金)

1日(金)

14日(木)

18日(月)

4日(月)

5日(火)

6日(水)

7日(木)

12日(火)

11日(月)

25日(月)

プレゼンテーション研修

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

分かりやすい説明の仕方研修

研修講師養成研修

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

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」

電話応対レベルアップ研修

アサーティブコミュニケーション研修

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）

（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）

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

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

プロジェクトマネジメント基礎研修

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

（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

14日(木)

7日(木)

15日(金)

13日(水)

16日(土)

18日(月)

19日(火)

14日(木)

15日(金)

6日(水)

8日(金)

22日(金)

25日(月)

26日(火)

25日(月)

27日(水)

11日(月)～12日(火）

ロジカルシンキング研修

パワーポイントプレゼンテーション研修

28日(木)

20日(水)

28日(木)～29日(金）

ファシリテーション研修

ロジカルシンキング研修

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

仮説構築力向上研修

上級管理職研修

研修講師養成研修

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う
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
ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編
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18日(月)

23日(土)

16日(土)

2日(土)

23日(土)

13日(水)16日(土)

9日(土)

14日(木)

15日(金)

12日(火)
22日(金)
2日(土) 11日(月)

29日(金)6日(水)

1日(金)

28日(木)

15日(金)

13日(水)9日(土)

2日(土)

時間 開催日 研修名

研修名

キャリアデザイン

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
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

4日(月)

5日(火)

25日(月)

（半日研修）
ワーキングマザー向けキャリア研修26日(火)

時間 開催日 研修名

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13日(水) 27日(水)

業務改善研修7日(木)16日(土)
27日(水)

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る26日(火)

（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）

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる27日(水)

28日(木)～29日(金）
研修名

伝えるスキル
開催日時間

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

パワーポイントプレゼンテーション研修

8日(金)

23日(土)

6日(水)～7日(木） プレゼンテーション研修～徹底編（２日間）



時間 開催日 研修名

名古屋開催

14:00-17:00
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Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved.　「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」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。 A024

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

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

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

情報活用力養成研修
～情報の収集・整理・分析編

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

メンタルヘルス研修～セルフケア

現場マネージャー研修

ビジネスマナー研修

労務管理研修

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

6日(水)

6日(水)

7日(木)

7日(木)

5日(火)

8日(金)

8日(金)

9日(土)

8日(金)

11日(月)

11日(月) 分かりやすい説明の仕方研修

リーダーコミュニケーション研修

評価者研修

イマドキ世代の育て方研修

業務改善研修

中級（課長級）管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

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

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

ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

部下モチベーション向上研修

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

判断力強化研修

（ＯＪＴ指導者向け）
新人・若手のホウ・レン・ソウ強化研修

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

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
中級（課長級）管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

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

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する18日(月)

14日(木)

19日(火)

18日(月)

20日(水)

20日(水)

22日(金)

22日(金)

12日(火)

19日(火)

19日(火)

12日(火)

13日(水)

14日(木)

14日(木)

16日(土)

15日(金)

（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）

（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
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29日(金)

28日(木)

28日(木)～29日(金）

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

研修講師養成研修

評価者研修

分かりやすい説明の仕方研修

ナレッジマネジメント研修
～暗黙知を伝承する

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」

アサーティブコミュニケーション研修

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

パワーポイントプレゼンテーション研修

ファシリテーション研修

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

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

メンター研修

イマドキ世代の育て方研修

（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）

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

電話応対レベルアップ研修

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

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

13日(水)

7日(木)

15日(金)

12日(火)

19日(火)

20日(水)

22日(金)

1日(金)

14日(木)

18日(月)

4日(月)

5日(火)

6日(水)

7日(木)

11日(月)

8日(金)

27日(水)

26日(火)

28日(木)

28日(木)～29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

25日(月)

コミュニケーション研修

若手社員研修～主体性の発揮

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

1日(金)

1日(金)

6日(水)

4日(月)

営業マネージャー研修

2日(土) Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ応用編

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5日(火)

4日(月) 評価者研修

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

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

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

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

（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）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

アサーティブコミュニケーション研修

財務基礎研修

6日(水)

7日(木)

7日(木)

7日(木)

8日(金)

8日(金)

11日(月)

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

研修講師養成研修

メンタルヘルス研修～ラインケア

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

12日(火)

14日(木)

14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18日(月)

分かりやすい説明の仕方研修

メンタルヘルス研修～セルフケア

18日(月)

19日(火)

19日(火)

14日(木)

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！15日(金)

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20日(水)

メンター研修

中級（課長級）管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

調整力発揮研修

パワーポイントプレゼンテーション研修

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

ファシリテーション研修

（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）

27日(水)

22日(金)

22日(金)

23日(土)

25日(月)

26日(火)

28日(木)～29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

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

プレゼンテーション研修

目標管理研修

良い人材を見抜くための採用面接研修

4日(月)

5日(火)

4日(月)

4日(月)

5日(火)

パワーポイントプレゼンテーション研修

ビジネス文書研修

財務基礎研修

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！
管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

生産性向上研修～明確な指示で、
部下のパフォーマンスを高める

26日(火)

26日(火)

27日(水)

27日(水)

27日(水)

26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

プレゼンテーション研修

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

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

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

ロジカルシンキング研修

12日(火)

11日(月)

15日(金)

9日(土) 13日(水)

23日(土)

28日(木)

2日(土)

26日(火)16日(土)

20日(水)2日(土)

電話応対レベルアップ研修

アサーティブコミュニケーション研修

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ応用編

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

7日(木)

1日(金)

1日(金)

20日(水)

2日(土)

マーケティング研修23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

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

セールスプレゼンテーション研修

25日(月)

25日(月)

25日(月)

時間 開催日

福岡開催
研修名

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

5日(火) 16日(土)
27日(水)

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編
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)

13日(水) 29日(金)

25日(月)
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