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５月の閑散期は人材育成のチャンス！？

社内研修を企画する担当者にとって悩ましいのが、いかに現場に迷惑をかけずに研修に参加してもらうかではないでしょうか。
人によっては出張を伴うこともあるため、業務を離れなければならない日が複数日に及ぶこともあります。
できるだけ仕事に影響を及ぼさないためには、閑散期をねらって研修を実施することが合理的なのはいうまでもありません。

研修は受けさせたいが現場に迷惑はかけたくない

当然ながら業種によって繁忙期や閑散期は異なります。小売業界が２月と８月が暇になるのは有名な話ですし、年末年始やゴールデン
ウィークが書き入れ時になるホテル・レジャー業界なども、季節性の強い業界と言えるでしょう。あとは、業界を問わず共通して忙しくなる
のが、３月の年度末に向けての数カ月間です。以下は、様々な業界における標準的な繁忙期を月別に記したものです。

ねらい目は５月と６月の閑散期

これを見る限り、５月と６月は多くの業界において閑散期にあたることが分かりますが、意外にも５月の研修の実施はそれほど多くはありま
せん。３月から４月にかけては、新入社員の受け入れ準備や新人研修の実施、さらには他の社員の異動・転勤の手続きも重なって人事部門
の方は多忙を極めます。ようやく落ち着いたころにはゴールデンウィークに突入するため、結局、当年度の研修の準備を本格化するのが６月
頃になることが多いようです。

５月に研修を行うことが少ないのはなぜ？

ただし、先ほど言及した通り、業務量がさほど多くない５月は研修にはうってつけの時期です。特に、ＯＪＴ担当や、チームをマネジメントする
立場となった人には、早目に研修を受けてもらって、一日でも早く現場での部下指導に活かしてもらいたいはずです。
ちなみに、５月はさほど研修講師もひっ迫していないため、”いい講師”を選びやすいというメリットもあります。

早ければ早いほどメリットも大きい

それでも、５月実施の研修を企画しようと思うと、３月くらいから準備を始めなければならず、この時期、とてもそんな余裕はない、というの
が人事部門の方の本音ではないでしょうか。
そんな人事部門の方の手を煩わせることなく、５月に研修を受けていただく方法として、外部で行われる参加型セミナーを活用するという
手があります。特に、ＯＪＴをはじめとした育成指導に関する研修は、他者からの参加者も集まる異業種交流型での研修メリットが大きい分
野です。ぜひ一度、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

手をかけられないなら参加型セミナーという手も
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11日(金) マーケティング研修

2日(水) 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

8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

26日(土) 仮説構築力向上研修

22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

31日(木) 営業電話研修

30日(水) コミュニケーション研修
～きっかけを作る雑談力向上編

5 2 0 1 8

時間 開催日 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

研修名

伝えるスキル
時間 開催日

14:00-17:00

大阪／札幌／仙台／名古屋／京都／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 10:00-13:009:00-18:00 10:00-17:30 9:00-17:00 9:00-12:0013:00-16:00

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

時間 開催日 研修名

業務改善

18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

14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

17日(木) （新入社員・新社会人向け）仕事の進め方
研修～チームワークとコミュニケーション

19日(土) 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

7日(月) コミュニケーション研修

1日(火) リーダーコミュニケーション研修

30日(水)
コミュニケーション研修
～きっかけを作る雑談力向上編

31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」

26日(土) 調整力発揮研修

21日(月) アサーティブコミュニケーション研修

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

9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

18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

15日(火)

30日(水) メンター研修

11日(金) ＣＳリーダー研修

（ＯＪＴ指導者向け）
新人・若手のホウ・レン・ソウ強化研修

18日(金)

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

11日(金)

1日(火) リーダーコミュニケーション研修

24日(木)

19日(土)

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

19日(土)

31日(木) ティーチング研修
～適切な業務指導の進め方

21日(月) 業務フロー作成研修

ビジネス文書研修

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

19日(土) 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(月)

9日(水)

17日(木)

19日(土)2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

1日(火) 情報活用力養成研修
～情報の収集・整理・分析編

19日(土)

11日(金) マーケティング研修

16日(水) 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

29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

8日(火)

8日(火) （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
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

11日(金) 問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

22日(火) ロジカルシンキング研修

26日(土) 仮説構築力向上研修

25日(金) 判断力強化研修

23日(水)
26日(土) プレゼンテーション研修10日(木)

28日(月) パワーポイントプレゼンテーション研修

分かりやすい説明の仕方研修16日(水)

7日(月) メンタルヘルス研修～セルフケア

8日(火) （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

23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

7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(月) 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(火) 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

7日(月) 事務職のための業務改善研修
～ファイリング編

9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

11日(金) 問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

14日(月) 職場環境の改善・活性化研修～５Ｓ活用編

17日(木) ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

25日(金) 業務改善研修

7日(月)

15日(火) ビジネスマナー研修28日(月)

22日(火) 接客サービス・接客マナー向上研修

24日(木) クレーム電話対応研修

ＣＳリーダー研修

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

11日(金)

17日(木)

26日(土) 秘書研修～秘書としての仕事の仕方

29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

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

15日(火)　　
～16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

10日(木) 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」

26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

7日(月)

22日(火) 上級管理職研修

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）

管理職向けシミュレーション研修
～マネジメントを学び、判断力を鍛える編18日(金)

1日(火) 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11日(金)28日(月)

17日(木)

1日(火)　　
～2日(水）

14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

25日(金) 判断力強化研修

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24日(木)

21日(月) 中級（課長級）管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける29日(火)

29日(火)

30日(水) 現場マネージャー研修

31日(木) 労務管理研修

管理職研修
～「予算」から見る管理職の役割編



時間 開催日 研修名

札幌開催

大阪開催

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 10:00-13:009:00-18:00 10:00-17:30 9:00-17:0013:00-16:00

16日(水)

21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

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

17日(木) 研修講師養成研修

18日(金) 分かりやすい説明の仕方研修

1日(火) リーダーコミュニケーション研修

2日(水) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

7日(月) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

10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

8日(火)

9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

若手社員研修～主体性の発揮

11日(金) ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

14日(月) ビジネス文書研修

15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

22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

23日(水) 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(木) クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

25日(金) （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

29日(火) 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

28日(月) メンター研修

30日(水) 良い人材を見抜くための採用面接研修

31日(木) コミュニケーション研修

22日(火)

21日(月)

21日(月)

23日(水)

22日(火)

22日(火)

2日(水)

7日(月)

14日(月)

15日(火)

15日(火)

8日(火)

10日(木)

10日(木)

8日(火)

9日(水)

ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

21日(月) 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」

メンタルヘルス研修～セルフケア

リーダーコミュニケーション研修

電話応対基礎研修

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

（コールセンター向け）スーパー
バイザー研修～ＳＶとしての役割を知る

24日(木) 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

24日(木) （ＯＪＴ指導者向け）新人・若手の
ホウ・レン・ソウ強化研修

（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

23日(水)

23日(水)

1日(火) コミュニケーション研修

1日(火) 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

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

（若手向け）コミュニケーション研修
～デキる「ホウ・レン・ソウ」

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
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
（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

2日(水)

2日(水)

目標管理研修

7日(月) ビジネスマナー研修

（半日研修）要約力強化研修
～仕事は「要約」から始まる！

【遠隔リアル（サテライト開催）】（半日研修）
ワーキングマザー向けキャリア研修

11日(金)

11日(金)

分かりやすい説明の仕方研修

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

管理職向け研修～マネージャーとしての
課題を整理する

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

14日(月)

14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

【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

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

10日(木) 図解力向上研修～情報を整理し、
分かりやすくする編

9日(水) 上級管理職研修

9日(水)

7日(月) システムテスト技法研修

講師養成研修～新人向け
「ビジネス基礎研修」の講師をする（２日間）

15日(火)
～16日(水)

16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

16日(水) ロジカルシンキング研修

17日(木) ファシリテーション研修

17日(木)

17日(木)

18日(金) プレゼンテーション研修

18日(金) 財務基礎研修

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
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

19日(土) 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

時間 開催日 研修名

名古屋開催

19日(土) 31日(木)

11日(金)19日(土) 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

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

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

16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

17日(木) （新入社員・新社会人向け）仕事の進め方
研修～チームワークとコミュニケーション

18日(金) （半日研修）ワーキングマザー研修
～仕事の進め方編

25日(金) 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

25日(金) 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

29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

18日(金) 若手社員研修～主体性の発揮

2日(水) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！23日(水)

8日(火)

9日(水)～10日(木） 中堅社員研修（２日間）

15日(火)～16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

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

14日(月) （半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ２０１０応用編

17日(木) ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

ＩＴ入門研修（２日間）24日(木)～25日(金）

21日(月) 良い人材を見抜くための採用面接研修

24日(木)

10日(木) 研修講師養成研修

研修担当者レベルアップ研修

31日(木) 労務管理研修

10日(木) 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(火) 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

16日(水)1日(火) 電話応対基礎研修

31日(木) 営業電話研修

15日(火) 売上を上げるアウトバウンド研修

企画力研修～企画立案から企画書作成
までの流れを学ぶ9日(水)

24日(木) 若手社員研修～主体性の発揮

22日(火) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

21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

18日(金) 業務改善研修

25日(金) 研修講師養成研修

23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

2日(水) 現場マネージャー研修

7日(月) ファシリテーション研修

1日(火) 目標管理研修

11日(金) 整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

14日(月) メンタルヘルス研修～ラインケア

10日(木) 分かりやすい説明の仕方研修

8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

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16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

17日(木)

15日(火)
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

30日(水) コミュニケーション研修

28日(月) 電話応対レベルアップ研修

29日(火) 中級（課長級）管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

31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


