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離職防止のための研修はまず指導者から
研修制度は若手の離職防止に役立つか？

少子化により若年層の労働市場はかつてないほどに売り手市場となっており、新卒採用は年々厳しさを増しています。またその一方で、
「新
卒の３人に１人が入社３年以内に辞めている」と言われるように、やっとの思いで採用した若手が「簡単に」辞めていってしまうことも、人事
部門をはじめとする会社側の大きな悩みとなっています。このような事情を背景に、「若い層にとってもっと魅力的な会社にしなければ」と
いうことで、社内研修の拡充を図る会社が増えてきています。恐らく、面接などで多くの学生が就職したい会社の条件として口にする「社
内教育制度が充実しているから」といった声もこうした動きを後押ししているものと思われます。

離職理由のトップは“対人環境面の不満”

社内教育制度が充実していることは、新卒採用時の有力な武器となることは確かですが、それが離職防止にも役立つかというとそれは何と
も言えません。ちなみに、若年層が離職する際にその理由としてよくあがるのが、
「給与」や「労働時間」といった“条件面での不満”と、
「職場
風土が合わない」
「上司や先輩とうまくいかない」といった“対人環境面での不満”です。
「教育制度の不備」をあげる声は、それらと比べると
大分下のほうにきますが、
「給与」や「労働時間」の不満と比べた時の切実さを考えれば当然と言えるでしょう。
しかし、実はもう一つの理由である対人環境面の問題のほうで、この「教育制度の不備」が大きく関わってくるのです。

教えるべきは職場内コミュニケーションの重要性

若年層に仕事を教える立場にあたる先輩や上司が、自身の業務に忙殺されて、若手の指導がままならないという話をよく耳にします。
また、指導する先輩や上司自身が手厚い教育を受けたことがなく、どうやって部下と接していけばよいのかが分からないという声も聞きま
す。こうした先輩や上司の下で働く若手たちは、次第に「放置されている」と感じ、
「成長が感じられない」という状況に陥り、退職を考え始
めるのです。まずは、職場のコミュニケーションの重要性を理解させ、部下との接し方を教えるための“指導者向けの研修”を整備すること
の方が重要なのではないでしょうか。
では、働きながらマネジメントについて学ぶためにはどうすればよいのでしょうか。

組織ぐるみで推進するリテンション・マネジメント

とはいえ、ただでさえ人手不足の中、労働時間管理も厳しく制限され、若手指導に時間を割きたくても簡単にはいかない事情もあるでしょ
う。また、現場での「手厚い関与」だけで離職をくい止められるわけでもありません。有効な離職防止対策を打つためには、現場と人事部門
との連携が不可欠です。退職するまでには２つの段階があるといわれます。まず最初は、今の職場で働き続けることに悩み始める段階、そ
の次は、辞めることを決めて行動をとり始める段階です。現実的に２段階目に入ってからは、ほとんど離職防止の手立てがありません。いか
に１段階目と２段階目の間で変調を察知し、対策を打てるかがカギとなります。直属の上司や先輩には話せない悩みを、メンター制度や職
場アンケートを通じて拾い上げるなど、人事主導で打つことのできる策もあるでしょう。
こうした、若手のことを会社が「気にかけている」という状況を維持することこそが、リテンション・マネジメントの本質といえるのではない
でしょうか。

PICK
UP

おすすめ研修のご紹介

・メンター研修
新入社員や後輩のよき相談相手となるべく、
メンターとしての役割や心構えを認識し、
必要なコミュニケーションスキルを習得していただきます。
新入社員や後輩のメンターや育成担当となっている方、
今後担当となる予定がある方向けの研修です。

・イマドキ世代の育て方研修
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組織の中核を担う中堅層やミドル層にとって、いまどきの若手世代の考え方や行動には戸惑うことも少なくありません。彼ら彼女らが育って
きた時代背景を知り、その影響を受けて形作られた特徴を理解することで、適切で効果的な指導方法を身に付けていただきます。

10 東京開催スケジュール
研修時間

10:00-16:45

9:00-18:00

10:00-17:30

コミュニケ ー ション
時間

開催日

研修名

1日(月) 5日(金)
10日(水) 17日(水)
25日(木) 27日(土)
31日(水)

ファシリテーション研修

1日(月) 10日(水)
17日(水) 27日(土)
30日(火)

アサーティブコミュニケーション研修

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

11日(木)～12日(金）

中堅社員研修
（２日間）

15日(月)

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

16日(火)

管理職研修
～
「予算」
から見る管理職の役割編

19日(金)

（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

25日(木)

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

26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

26日(金)

中級
（課長級）
管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

（若手向け）
コミュニケーション研修
～デキる
「ホウ・レン・ソウ」

1日(月) 13日(土)
16日(火)

リーダーコミュニケーション研修

2日(火) 13日(土)
17日(水)

調整力発揮研修

4日(木) 18日(木)
27日(土)

部下モチベーション向上研修

マネジメント

16日(火) 31日(水)

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

時間

9日(火) 24日(水)

コミュニケーション研修

11日(木) 22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

2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

11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

18日(木)

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

22日(月)

外国人社員受け入れ研修
～必要な心構えを理解する

23日(火)

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

25日(木)

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

開催日

研修名
新人フォロー研修

3日(月) 10日(水)
15日(月) 21日(日)
25日(木) 31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

2日(火)～3日(水）
4日(木)～5日(金） （新入社員・新社会人向け）
ビジネス基礎研修～学生から
9日(火)～10日(水）
社会人への意識と行動改革編（２日間）
22日(月)～23日(火）
2日(火) 11日(木)
17日(水) 26日(金)

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

5日(金) 15日(月)
24日(水) 29日(月)

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

4日(木) 10日(水)
13日(土) 22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

2日(火) 16日(火)
30日(火)

若手社員研修～主体性の発揮

1日(月)～2日(火）
15日(月)～16日(火） 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）
29日(月)～30日(火）

12日(金) 24日(水)

開催日

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

4日(木) 25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

5日(金) 18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

11日(木) 25日(木)

上級管理職研修

12日(金) 24日(水)

9:00-17:00

25日(木)
26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

2日(火) 11日(木)
17日(水) 26日(金)

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(月)13日(土)
16日(火)

リーダーコミュニケーション研修

19日(金) 27日(土)
30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(火)

中級
（課長級）
管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

営業マネージャー研修

部下育成
時間

1日(月)～2日(火）
15日(月)～16日(火） 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）
29日(月)～30日(火）

開催日

研修名

3日(水) 9日(火)
17日(水) 22日(月)
26日(金) 30日(火)

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

2日(火) 5日(水)
12日(金) 21日(日)
24日(水) 29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

1日(月) 10日(水)
18日(木) 23日(火)
31日(水)

メンター研修

4日(木) 18日(木)
27日(土)

部下モチベーション向上研修

11日(木) 22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

11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

15日(月)

ティーチング研修
～適切な業務指導の進め方

17日(水)

（人事担当者向け）
メンター制度導入
による社員育成を考える研修
（ＯＪＴ指導者向け）
新人・若手の
ホウ・レン・ソウ強化研修

2日(火) 16日(火)

プロジェクトマネジメント基礎研修

19日(金)

4日(木) 25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

25日(木)

2日(火) 22日(月)

現場マネージャー研修

12日(金) 30日(火)

財務基礎研修
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」

（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

（２日間）
29日(月)～30日(火） 女性リーダー研修

研修名

3日(水) 10日(水)
15日(月) 21日(日)
25日(木) 31日(水)

17日(水) 29日(月)

1日(月) 3日(水)
9日(火) 12日(金)
16日(火)19日(金)
23日(火) 26日(金)

14:00-17:00

9日(火)

3日(水) 11日(木)
24日(水)

ビジネスマインド
時間

10:00-13:00
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部下との面談力向上研修

コール センター
時間

開催日

研修名

2日(火) 17日(水)
30日(火)

電話応対基礎研修

4日(木) 19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

3日(水) 18日(木)

電話応対レベルアップ研修
モニタリングフィードバック研修

11日(木) 25日(木)

上級管理職研修

10日(水) 27日(土)

判断力強化研修

12日(金) 24日(水)

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

17日(水) 31日(水)

目標管理研修

1日(月)

1日(月)

労務管理研修

5日(金)

売上を上げるアウトバウンド研修

3日(水)

★上場一周年記念★人財育成風土醸成
コース
【1回目】
～風通しのよい職場づくり編

15日(月)

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

スーパーバイザー
12日(金) 31日(水) （コールセンター向け）
研修～ＳＶとしての役割を知る

（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

3日(水)

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」

25日(木)

5日(金)

（半日研修）
イクボス研修
～管理職として出産・育児支援を考える編

26日(金)

コールセンターマネジメント研修
～ＫＰＩによる目標達成編

29日(月)

モニタリングスキル研修

29日(月)

営業電話研修

9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

11日(木)

★上場一周年記念★生産性向上実践
コース
【１回目】
～自身の課題整理編

16日(火)

管理職研修
～
「予算」
から見る管理職の役割編

17日(水)

経営戦略研修

18日(木)～19日(金）

リーダー育成研修
～周囲を巻き込む影響力強化編
（２日間）

22日(月)

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

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

23日(火)

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

3日(水)

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

23日(火)

次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける

9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

24日(水)

チームマネジメント研修
～仕組み作りと推進力を学ぶ

評 価・考 課
時間

開催日

研修名

3日(水) 19日(金)

評価者研修

17日(水) 31日(水)

目標管理研修

25日(木)

部下との面談力向上研修

研修時間

10:00-16:45

9:00-18:00

10:00-17:30

10:00-13:00

14:00-17:00

9:00-17:00

OA/IT研 修
時間

開催日

研修名
（半日研修）Ｍｉ
ｃｒｏｓｏｆ
ｔ Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ研修
～Ｅｘｃｅ
ｌ基礎編

3日(水) 12日(金)
23日(火)

ビジネス文書研修

1日(月) 15日(月)

9日(火) 16日(火)
25日(木)

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

9日(火)

＜速習！＞
（半日研修）
（中級者向け）
Ｅｘｃｅ
ｌ研修～関数の基本編

5日(金) 13日(土)
18日(木)

論理的で分かりやすい
文書の書き方研修

13日(土)

＜速習！＞
（半日研修）
（中級者向け）
Ｅｘｃｅ
ｌ研修～関数の基本編

1日(月)

報告書・議事録の書き方研修

11日(木)13日(土)

3日(水)

提案書の作り方研修

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

10日(水)

Ｅメールの書き方研修
～顧客満足度を高める編

10日(水) 29日(月)

ビジネス活用のためのＡＩ
・人工知能研修

15日(月)

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

2日(火) 16日(火)

プロジェクトマネジメント基礎研修

4日(木)～5日(金）

Ｉ
Ｔ入門研修
（２日間）

10日(水)

＜速習！＞
（半日研修）
（中級者向け）
Ｅｘｃｅ
ｌ研修～データの集計・分析編

12日(金)

ＵＩ
（ユーザーインターフェイス）
設計力向上研修

16日(火)

パワーポイント資料の作り方研修

16日(火)
19日(金)
24日(水)

パワーポイント資料の作り方研修
ビジネスＥメールの書き方研修
業務フロー作成研修

伝 えるスキル

19日(金)

（半日研修）Ｍｉ
ｃｒｏｓｏｆ
ｔ Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏ
ｉ
ｎｔ基礎編

22日(月)

Ｍｉ
ｃ
ｒｏｓｏｆ
ｔＯｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ研修～Ｅｘｃｅ
ｌ応用編

25日(木)～26日(金）

ＡＩ
・機械学習研修
～回帰・分類・レコメンド編
（２日間）

27日(土)

Ｍｉ
ｃ
ｒｏｓｏｆ
ｔＯｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ研修～Ｅｘｃｅ
ｌ基礎編

1日(月) 5日(金)
10日(水) 17日(水)
25日(木) 27日(土)
31日(水)

ファシリテーション研修

1日(月) 10日(水)
18日(木) 24日(水)
30日(火)

プレゼンテーション研修

3日(水) 9日(火)
17日(水) 21日(日)
26日(金)

分かりやすい説明の仕方研修

2日(火) 12日(金)
13日(土) 22日(月)

パワーポイントプレゼンテーション研修

4日(木)16日(火)
21日(日) 26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

4日(木) 16日(火)
21日(日) 26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

仮説構築力向上研修

4日(木) 19日(金)

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

4日(木) 13日(土)
24日(水)

プレゼンテーション研修
15日(月)～16日(火）
～徹底編
（２日間）

営業

1日(月) 18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

12日(金) 31日(水)

マーケティング研修
コミュニケーション研修
～きっかけを作る雑談力向上編

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

2日(火)

29日(月)

説得力強化研修
～ディベートによる能力開発

3日(水)

提案書の作り方研修

22日(月)

営業研修
～法人営業でのスキルアップを図る

23日(火)

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

26日(金)

営業研修～ソリューション提案力向上編

29日(月)

営業電話研修

30日(火)

営業マネージャー研修

3日(水) 9日(火)
13日(土) 16日(火)
19日(金) 23日(火)
31日(水)

ロジカルシンキング研修

1日(月) 11日(木)
17日(水) 21日(日)
22日(月)

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(月) 10日(水)
22日(月) 30日(火)

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

12日(金) 27日(土)
29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

4日(木) 13日(土)
24日(水)

仮説構築力向上研修

11日(木) 27日(土)
31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

4日(木) 12日(金)

（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

接客サービス・接客マナー向上研修

24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

31日(水)

ベテランのためのビジネスマナー研修

リスク管 理 /ヘ ルスケ ア
時間

開催日

C S / 接 遇 /クレ ーム 対 応
4日(木) 10日(水)
17日(水) 21日(日)
26日(金)

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

5日(金) 13日(土)
15日(月) 19日(金)
29日(月)

ビジネスマナー研修

2日(火)～3日(水）
4日(木)～5日(金） （新入社員・新社会人向け）
9日(火)～10日(水） 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）
22日(月)～23日(火）

研修名

12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

30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

5日(金) 23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

10日(水) 24日(水)

メンタルヘルス研修～セルフケア

11日(木) 29日(月)

リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ

15日(月)

メンタルヘルス研修～ラインケア

16日(火)

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

16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

17日(水)

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

24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

25日(木)

（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

30日(火)

25日(木)

考 えるスキル

18日(木)

★上場一周年記念★
人財育成風土醸成コース
【2回目】
～ラインケア編

キャリアデ ザイン
9日(火) 25日(木)

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

15日(月) 26日(金)

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

2日(火)

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

3日(水)

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」

19日(金)

（半日研修）
ワーキングマザー向け
キャリア研修

31日(水)

２０代向けキャリアデザイン研修
～Ｍｕｓ
ｔ
・Ｃａｎ・Ｗｉ
ｌ
ｌでキャリアを考える

業務改善
2日(火) 9日(日)
18日(木) 22日(月)
26日(金) 27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

4日(木) 19日(金)
21日(日) 29日(月)

業務改善研修

1日(月) 10日(水)
22日(月) 30日(火)

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

10日(水) 29日(月)

ビジネス活用のためのＡＩ
・人工知能研修

11日(木) 26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

5日(金) 15日(月)

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

4日(木) 23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

3日(水)

★上場一周年記念★
人財育成風土醸成コース
【1回目】
～風通しのよい職場づくり編

10日(水)

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

23日(火)

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

12日(金) 31日(水)

マーケティング研修

5日(金) 18日(木)

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

15日(月) 21日(日)

図解力向上研修
～情報を整理し、
分かりやすくする編

11日(木) 23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

10日(水) 27日(土)

判断力強化研修

9日(火) 25日(木)

クレーム電話対応研修

10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

2日(火) 18日(木)

秘書研修～秘書としての仕事の仕方

11日(木)

ナレッジマネジメント研修
～暗黙知を伝承する

3日(水)

ＣＳ向上研修～ホスピタリティの意識を養う

25日(木)

22日(月)

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

15日(月)

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

★上場一周年記念★
生産性向上実践コース
【2回目】
～組織のタイムマネジメント編

25日(木)

職場環境の改善・活性化研修
～５Ｓ活用編

23日(火)

情報活用力養成研修
～情報の収集・整理・分析編

16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

31日(水)

業務改善研修
～変化に対応し、
働き方改革を実現する

25日(木)

（半日研修）
タイムマネジメント研修
～業務の優先順位付けをクセづける

研修時間

10:00-16:45

9:00-18:00

人事/ 総 務/財 務/ 法 務
3日(水) 18日(木)
30日(火)

研修講師養成研修

12日(金) 30日(火)

財務基礎研修

1日(月)

研修担当者レベルアップ研修

階層別

10:00-17:30

10:00-13:00
労務管理研修

29日(月)

良い人材を見抜くための採用面接研修

9日(火)

研修講師養成研修
～講師経験者のための研修スキル向上編

31日(水)

ＬＧＢＴ研修～ダイバーシティ＆
インクルージョンを実現する

11日(木)

（半日研修）
ダイバーシティ推進研修
～基本知識を習得し、当事者意識を
醸成する

17日(水)

（人事担当者向け）
メンター制度導入
による社員育成を考える研修

将来のリーダー候補モチベーション
を維持し、 多方面に影響を与える

若手社員 中堅社員
主体性発揮プラン

9:00-17:00

1日(月)

2018 年
おすすめプラン

新しい戦力になる。 周囲を
巻き込み主体的に行動を起こす

14:00-17:00

現場力向上プラン

公開講座では、若手から管理職まで、各階層に求められる考え方やスキルが身に付けられる、
様々な研修をご用意しています。4 つに分けた階層の中から、自身の課題にフィットした
研修を組み合わせてお選びください。

初めての管理職狙いを定めて、
能力開発を促す

経営の代行者強い組織を作り上げ、
戦略的に目標を達成する

新任管理職 中級管理職
人材育成力強化プラン

目標達成力強化プラン

要素：主体性の発揮、
判断力（ＱＣＤＲＳ) 、
ホウ・レン・ソウ、論理的思考力

要素：当事者意識、フォロワーシップ、
調整力、問題解決力

要素：組織の活性化、部下育成、
コーチング、モチベーション管理

要素：ＰＤＣＡ、予算統制、目標管理、
人事評価

・若手社員研修〜主体性の発揮

・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
・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

・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
・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

・中級（課長級）管理職研修
〜ＰＤＣＡ・突破力編

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

事務力向上プラン
要素：仮説構築力、ヒアリング力、提案力、
プレゼンテーション力
・
（若手向け）仕事の進め方研修
〜 PDCA を強化する
・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
・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
・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研 修
〜Ｅｘｃｅｌ応 用 編

営業力向上プラン

・調整力発揮研修
・問題解決研修〜ビジネス上の問題を
解決する

企画力向上プラン
要素：計画力、発想力、情報分析力、
企画力
・プロジェクトマネジメント基礎研修
・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
・情報活用力養成研修
〜情報の収集・整理・分析編
・企画力研修〜企画立案から企画書
作成までの流れを学ぶ

チーム向上プラン

・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
・部下モチベーション向上研修

生産性向上力強化プラン

・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
・業務改善研修〜変化に対応し、働き方
改革を実現する

・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

要素：リーダーシップ、巻き込み力、
交渉力、説明力

・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
・メンタルヘルス研修〜ラインケア
・リスクマネジメント研修〜未然に防ぐ
方法を学ぶ

・ティーチング研修
〜適切な業務指導の進め方

・ビジネス活用のためのＡＩ・人工
知能研修

対人影響力強化プラン

・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

・情報活用力養成研修
〜情報の収集・整理・分析編

・判断力強化研修

リスク管理力強化プラン

・
（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

・セールスプレゼンテーション研修

組織改革力強化プラン

・管理職向け研修〜マネージャーとして
の課題を整理する
・業務改善研修
・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

要素：リーダーシップ、目標設定、部下
指導、チームマネジメント

・チームマネジメント研修〜仕組み作り
と推進力を学ぶ

・評価者研修

要素：組織変革、判断力、人員の効率化、
業務の機械化

要素：仮説構築力、ヒアリング力、
提案力、プレゼンテーション力

・提案書の作り方研修

・目標管理研修

要素：業務改善、生産性向上、ＰＤＣＡ、
仕事の標準化

要素：ハラスメント防止、メンタルケア、
リスク管理、労務管理

・仮説構築力向上研修

・管理職研修〜「予算」から見る
管理職の役割編

・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
・労務管理研修

・リーダー育成研修〜周囲を巻き込む
影響力強化編（２日間）
・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
・交渉力向上研修〜ネゴシエーション
スキルを上達させる
・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

おすすめプランの詳細は下記ページよりご覧ください。
階層別おすすめプラン
https://www.insource.co.jp/bup/hierarcy-recommend-plan.html

本プランは、インソースがおすすめする受講の組み合わせ例です。設定プランの一部
を差し替えたり、省略していただくことも可能です。
WEBinsource 会員にお申込みいただきますと、
１日程あたりの受講料がお得になります。

BA023 180815

