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「疑似リカレント教育」でマネジメントを学ぶ

これまでの長期雇用を前提とした労働環境においては、職歴の長さやプレイヤーとしての実績が評価された結果、社内での昇級・昇格を
重ね、管理職になるケースが一般的でした。管理職に昇格すると、多くの企業では、管理職としての心構えや必要なスキルを学ぶ「管理職
研修」を実施されます。そこで、マネジメントのいろはを取得させることになるのですが、数日間の研修で身に着けられることには限りがあり
ます。また、管理職になったとはいえ、実際の業務は昨日までと大きくは変わらるわけでもなく、せっかく学んだマネジメントスキルも、当面
活かす機会がない、という人も少なくありませんでした。

マネジメントを知らないまま管理職に

しかし、わが国でもは徐々にミドルを取り巻く環境は変化し始めており、年功ではなく、マネジメント能力のある人材を管理職に登用しよう
と考える経営者が増えてきています。つまり、優秀なプレイヤーとは別の、「プロのマネージャー」を求めているということであり、「これまで
多大な貢献をしてきてくれたから」とか「ウチの会社のことをよく分かっているから」というだけで管理職に推されることは、今後難しくなっ
てくるかもしれません。

プレイヤーの延長線上にマネージャーはいない？

人生１００年時代と言われる今、「リカレント教育」が話題となっています。このリカレント教育は欧米では一般的なものとなっており、一定
期間就業した後、会社を辞めて再び学校に通いながら専門スキルを身に着ける人がすでに大勢います。人生設計の中で意図的に「復学期
間」を設け、さらなるキャリアアップやキャリアチェンジを図る人も珍しくはありません。特に経営にかかわるような上級の管理職を志す人
にとっては、ビジネススクールなどで体系的に経営学（マネジメント）を学ぶことがキャリア形成上、半ば必須となっている風潮すらありま
す。ただ、わが国においては、今の仕事をいったん辞めて、再び「学びの場」に戻ることについてはまだまだハードルが高く、すぐに一般的に
なるとは考えにくいでしょう。

マネジメントはどこで学ぶのか？

わが国でも、働きながら MBA が取得できることを売りにしたビジネススクールがいくつかありますが、当然ながら、終業後や休日を費やし
ての勉学となるため、その資格取得までの道のりはハードなものとなります。必ずしも資格が必要なわけではなく、マネージャーとしての必
要な考え方やスキルを、もう少し気軽に習得したい、というのであれば、オープンセミナー型のマネジメント研修を受講するというのも一つ
の手だと考えます。集合研修では、どうしても受け身の姿勢になりがちですが、他社からの参加者と一緒に受講することによって、
学生と同じ様な「主体的な学び」を体験することができます。

「学生同士」が切磋琢磨し、「プロのマネージャー」としての意識変革をもたらす場として活用してみてはいかがでしょうか。

まずは異業種交流型の外部セミナーから
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おすすめ研修のご紹介PICK
UP

・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
事業環境が想像以上のスピードで変化する現代において、組織を成長させるリーダーには「５年後、１０年後の世界は？」「自分が経営者な
ら？」という高い目線が求められます。そこで本研修では、変革を「５年後、１０年後の将来を見据え、組織に有用な新しいことを実現するこ
と」と定義し、変革の具体的な進め方をお伝えします。 

・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）
新任管理職としての仕事の始め方を具体的に知り、役割を遂行するために必要なスキルを習得し、３ヶ月後に大きな成果を発揮することを
目的とします。

・次世代リーダー研修～安定力・思考力・指導力を身に付ける
本研修では、リーダーとして求められている役割を考え、今後の目標をかかげていただきます。リーダーとして課題と捉えていることの多い
スキルを習得することで、自信に繋げていただけます。



時間 開催日 研修名

ビジネスマインド

13日(木) 上級管理職研修

新人フォロー研修

5日(水)～6日(木）

3日(月)8日(土)
21日(金)
4日(火)
29日(土)

26日(水)

12日(水) 27日(木)

3日(月)

3日(月)

4日(火)

13日(木)～14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7日(金)

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）

6日(木)

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する6日(木)

（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

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

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

（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

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

管理職研修
～「予算」から見る管理職の役割編11日(火)

18日(火)

19日(水)

20日(木)

20日(木)

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
中級（課長級）管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

中級（課長級）管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

25日(火) 若手社員研修～主体性の発揮

28日(金) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！
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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

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

部下育成

25日(火)

7日(金)

リーダーコミュニケーション研修4日(火)

7日(金)

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

1日(土) アサーティブコミュニケーション研修11日(火)

8日(土) ファシリテーション研修

19日(水) コミュニケーション研修

25日(火)

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(火)

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

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27日(木)

部下モチベーション向上研修

3日(月) 8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21日(金)

12日(水)27日(木)

10日(月)

11日(火)

21日(金)

14日(金)

19日(水)

18日(火)

13日(木)

11日(火)

18日(火)

18日(火)

3日(月)

5日(水)～6日(木）

4日(火)

3日(月)

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

判断力強化研修

10日(月) プロジェクトマネジメント基礎研修

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する
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

目標管理研修

21日(金)

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

現場マネージャー研修

リーダーコミュニケーション研修

営業マネージャー研修

19日(水) 財務基礎研修

次世代リーダー研修
～安定力・思考力・指導力を身に付ける

12日(水) 業績向上のための組織づくり研修
～ＯＯＤＡループで目的を達成する編

上級管理職研修

労務管理研修

（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

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(火) 26日(水) 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(土)

19日(水)

20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」

中級（課長級）管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

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」

26日(水)

6日(木)

19日(水)

ビジネス文書研修

提案書の作り方研修

3日(月) 業務フロー作成研修

12日(水)

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

Ｅメールの書き方研修
～顧客満足度を高める編

26日(水) パワーポイント資料の作り方研修

7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

26日(水) ロジカルシンキング研修29日(土)

8日(土) 10日(月)

図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

1日(土) 4日(火)

10日(月)

仮説構築力向上研修

13日(木)

18日(火)

20日(木) 問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

21日(金) ナレッジマネジメント研修
～暗黙知を伝承する

25日(火)

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

14日(金) （自治体・官公庁向け）データを
活用した政策立案研修

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

11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(木)～14日(金）

8日(土)

秘書研修～秘書としての仕事の仕方

1日(土) ビジネスマナー研修7日(金)

13日(木) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

8日(土) 14日(金)

10日(月)

（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）

ＣＳ向上研修～ホスピタリティの意識を養う

27日(木) 29日(土)

研修名

伝えるスキル
開催日時間

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

8日(土) ファシリテーション研修

20日(木)

プレゼンテーション研修

パワーポイントプレゼンテーション研修

10日(月)

25日(火)

28日(金)

20日(木)

12日(水) 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5日(水)

26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

10日(月) メンタルヘルス研修～ラインケア

11日(火)

12日(水)

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

28日(金) リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ

（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(土)

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

5日(水)

ティーチング研修
～適切な業務指導の進め方1日(土)

13日(木)

7日(金) 25日(火)

26日(水)

25日(火)

イマドキ世代の育て方研修

18日(火) 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

メンター研修



大阪開催

時間 開催日 研修名

札幌開催

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 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

10日(月)

18日(火)

13日(木)

29日(土)

27日(木)

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

3日(月)

8日(土)

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
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

11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

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(水) ロジカルシンキング研修

4日(火) 評価者研修

7日(金) 新人フォロー研修

12日(水) 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

6日(木) コミュニケーション研修

14日(金) リーダー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

プレゼンテーション研修

28日(金) ファシリテーション研修

20日(木) 電話応対基礎研修

5日(水) イマドキ世代の育て方研修

19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

21日(金) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

25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

26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

1日(土) 仮説構築力向上研修

29日(土)

20日(木)

1日(土) 5日(水)

29日(土)

8日(土)

8日(土) 13日(木)

25日(火)

10日(月)

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

18日(火)

10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

1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

（ＯＪＴ指導者向け）
新人・若手のホウ・レン・ソウ強化研修

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29日(土)

1日(土) ティーチング研修
～適切な業務指導の進め方

（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

3日(月)

ロジカルシンキング研修

4日(火)

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(火)

3日(月)

仮説構築力向上研修

3日(月) Ｅメールの書き方研修～顧客満足度を高める編

4日(火)

研修講師養成研修

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

ビジネスマナー研修

判断力強化研修

評価者研修5日(水)

5日(水) 目標管理研修

7日(金)

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

10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

8日(土)

新人フォロー研修

11日(火) ＵＩ（ユーザーインターフェイス）
設計力向上研修

11日(火) 問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

11日(火)

秘書研修～秘書としての仕事の仕方

12日(水)

12日(水)

業務改善研修

7日(金) リーダーコミュニケーション研修

6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

7日(金)

6日(木) ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

6日(木)

アサーティブコミュニケーション研修

ビジネス文書研修

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

時間 開催日 研修名

評価・考課

研修名

時間 開催日 研修名

営業

時間 開催日 研修名

キャリアデザイン

6日(木) ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

8日(土) Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ応用編

18日(火)

ＩＴパスポート試験対策研修（２日間）

28日(金)

25日(火) Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ基礎編

25日(火)

13日(木)～14日(金）

＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）
Ｅｘｃｅｌ研修～関数の基本編

18日(火)
＜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

＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）
Ｅｘｃｅｌ研修～データの集計・分析編

3日(月) 労務管理研修

4日(火) 研修講師養成研修

14日(金) 良い人材を見抜くための採用面接研修

29日(土)

6日(木)

6日(木)

11日(火)

ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

14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

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

28日(金)

業務改善研修

21日(金) 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

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

1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

5日(水)
20日(木)

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

20日(木)

20日(木)

1日(土) 仮説構築力向上研修

営業研修～ソリューション提案力向上編

4日(火)

4日(火)

20日(木)

27日(木) 営業研修～新規開拓営業編

27日(木)

6日(木)

5日(水) 営業研修
～法人営業でのスキルアップを図る

12日(水)

19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

提案書の作り方研修

営業マネージャー研修

交渉力向上研修
～ネゴシエーションスキルを上達させる

（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

19日(水)

7日(金)

5日(水)

28日(金) 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

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」

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

（半日研修）ワーキングマザー向け
キャリア研修

コールセンター

21日(金) 電話応対レベルアップ研修

18日(火)
（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(月) 評価者研修27日(木)

21日(金) 目標管理研修

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う5日(水)

7日(金) （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

（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18日(火)

18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
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19日(水)

20日(木)

4日(火) 評価者研修

3日(月) ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

21日(金)

12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

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(金)

13日(木) 新人フォロー研修

25日(火) ビジネスマナー研修

分かりやすい説明の仕方研修

27日(木) ビジネス文書研修

28日(金) コミュニケーション研修

26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

10日(月) 接客サービス・接客マナー向上研修

11日(火) ロジカルシンキング研修

12日(水) イマドキ世代の育て方研修

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する



営業研修～ソリューション提案力向上編

マーケティング研修

19日(水) 報告書・議事録の書き方研修

21日(金) 分かりやすい説明の仕方研修

25日(火) ファシリテーション研修

25日(火) メンタルヘルス研修～ラインケア

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ応用編26日(水)

26日(水) コミュニケーション研修

上級管理職研修26日(水)

28日(金) 接客・接遇リーダー研修
～組織のおもてなし力を向上する

28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

18日(火)

19日(水)

19日(水) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

20日(木) 業務改善研修
～変化に対応し、働き方改革を実現する

20日(木)～21日(金） 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(木)

27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

27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

若手社員研修～主体性の発揮

7日(金)

8日(土) 26日(水)

1日(土)

18日(火)

10日(月)

10日(月)

7日(金)

8日(土)

4日(火)

5日(水)

5日(水)

5日(水)

6日(木)

6日(木)

13日(木)

12日(水)

12日(水)

3日(月)

3日(月)

4日(火)

11日(火)

11日(火)

11日(火)

10日(月)

12日(水)

19日(水)

18日(火)

14日(金)

11日(火)

14日(金)

13日(木)

13日(木)

19日(水)

20日(木)

19日(水)

20日(木)

20日(木)

21日(金)

21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

29日(土) ロジカルシンキング研修

6日(木) 8日(土) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ
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

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

電話応対レベルアップ研修

若手社員研修～主体性の発揮

新人フォロー研修

リーダーコミュニケーション研修

イマドキ世代の育て方研修

分かりやすい説明の仕方研修

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

パワーポイントプレゼンテーション研修

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡ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

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ応用編

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

（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

メンター研修

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

評価者研修

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

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

（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

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

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

25日(火)

25日(火)

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

28日(金)

27日(木)

28日(金) ファシリテーション研修

ティーチング研修～適切な業務指導の進め方1日(土)

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」
リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ

＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）
Ｅｘｃｅｌ研修～関数の基本編
＜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

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

アサーティブ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

ビジネス文書研修

（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

25日(火) リーダー育成研修
～周囲を巻き込む影響力強化編（２日間）

図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

26日(水) Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ応用編

クレーム電話対応研修

コミュニケーション研修

27日(木)

プレゼンテーション研修

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29日(土)

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
時間 開催日

福岡開催
研修名

13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

14日(金) ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

18日(火) （若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

12日(水) 図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

13日(木)

18日(火) イマドキ世代の育て方研修

モニタリングフィードバック研修

14日(金) プレゼンテーション研修

10日(月) （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

3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

3日(月) 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）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

4日(火) 評価者研修

4日(火)

7日(金)

6日(木) クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

6日(木) （半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ基礎編

6日(木) （半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基礎編

5日(水) 新人フォロー研修

5日(水) ビジネスマナー研修

ビジネス文書研修

7日(金) 中級（課長級）管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

10日(月) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

11日(火)

12日(水) 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

12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

20日(木)

20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

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

11日(火) アサーティブコミュニケーション研修

ロジカルシンキング研修

コミュニケーション研修

財務基礎研修

14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

14日(金) 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

13日(木)

13日(木)

18日(火) クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

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

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

18日(火)

19日(水) 分かりやすい説明の仕方研修

19日(水)

21日(金) （社内講師向け）ビジネスマナー体験研修

26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

26日(水)

25日(火) 【遠隔リアル（サテライト開催）】外国人社員
受け入れ研修～必要な心構えを理解する

25日(火) 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

28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

28日(金) 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」

【遠隔リアル（サテライト開催）】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

21日(金) イマドキ世代の育て方研修

電話応対レベルアップ研修

若手社員研修～主体性の発揮7

27日(木)

27日(木)
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