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2021年度開催予定 ビジネス研修（階層・テーマ別）

リーダー層
次世代のリーダーを育てる

6/23 変革リーダー

5/19 プレイングマネージャー

新入社員・若手

7/14説明の仕方
（若手向け）

5/25 
ビジネス文書

新人教育の補填

中堅層
自身のレベルアップを図る

12/15 プロマネの極意

全ての
ビジネスパーソン

NewNormalに適応する

6/2オンライン会議の
ファシリテート

5/26リモート商談

ビジネスに必要なスキルを
身に付ける

11/17説明の仕方（中堅以上）

6/16 PPTの資料作成

8/18 問題解決力向上

1/25 調整力発揮

新しいことを企画する

9/15ビジネスモデル企画

10/8UXデザイン思考研修

OJT

チームで
新人を育てる

上司と
OJTトレーナーで
受ける

7/7・11/5
OJT指導者

昨年から継続 ※上記メニューについてはすべて無償
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7/9
ラテラルシンキング研修



2021年度開催予定 ITスキルアップ研修

5/18 DXリテラシー概説

▌ITスキルアップ研修を今年度より強化

DX人材を育てる ラインナップ６選

デジタル変革（DX）
の考えを知る

ITの基礎知識を
つける

6/9・7/2
ネットワーク基礎

9/8 AI入門

ITスキルの
レベルアップを図る

7/21 ネットワーク応用

8/25 サイバーセキュリティ演習

12/3・22ビッグデータの分析と活用

※上記メニューについて、受講料無償
テキスト代のみ受講者負担
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2021年度 年間スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

■5/18
DXリテラシー概説

■4/14総会

10月 11月 12月 1月 2月 3月

■1/14
新春フォーラム

■12/3
ビッグデータ①

■12/15
プロマネの極意

■1/25（共催）
調整力発揮

2021年度 年間スケジュール

■6/9（共催）
ネットワーク基礎①

■6/16
パワーポイント
の資料作成

■6/2オンラインの
ファシリテート

■10/8
UXデザイン思考

■7/21
ネットワーク応用

■8/25
サイバーセキュリティ

■9/15
ビジネスモデル
企画

■5/25
ビジネス文書

■5/26
リモート商談
（1時間）

■7/14
説明の仕方（若手）

■8/18
問題解決力向上

■5/19(共催）
プレイング
マネージャー

■7/7（共催）
OJT指導者①

■6/23
変革リーダー

■11/5（共催）
OJT指導者②

■9/8AI入門

■11/17
説明の仕方
（ベテラン向け）
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■7/2（共催）
ネットワーク基礎②

■7/9
ラテラルシンキング

■12/22
ビッグデータ②

※共催： NEC販売店会九州地域支部会と共同開催

青字：ＩＴスキルアップ研修



ＤＸリテラシー概説
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▌ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)について理解を深め、
ＤＸを実現するためのICT技術について学ぶ

このような方におすすめ！

こんな方にオススメ！

・ＤＸに興味のある方
・ＤＸを推進したいと思っている方

・短時間でＤＸの概要を学びたい方
・システムの企画をしている方

2021年5月18日(火)13:30～16:30日時

すべてのビジネスパーソン対象

定員 50名(先着順)

講師 NECマネジメントパートナー㈱

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

テキスト代無料

無料
申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年5月14日(金)

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社5名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。

※部署、役職を問わずご興味のある方

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

※お申込みいただいた方へお送りいたします。

※DX人材を育てるラインナップ６選の他の研修と
合わせて受講するとより効果的です。

DX人材を育てる
ラインナップ６選
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研修スタイル

■・・講義 ●・・マシン実習

△・・個人演習 ▲・・グループ演習

★・・試験

●コース概要：

DXを実現する時には、様々なICT技術を用いて実
現します。

DXを実現するための技術にはどのようなものがあ
るのかをわかりやすく紹介します。

●到達目標：

・ DXにおける二つの視点について説明できる。

・ DXのフェーズについて説明できる。

・ DXのシステムを実現するための基本的な

流れを説明できる。

・ DXを実現するための技術には何があるか

を説明できる。

●前提知識：

特に問いません

半日間

内 容

1．DXについて（■）

2．DXの実現フェーズ（■）

3．DXシステムの実現方法（■）

4．DXを支えるテクノロジー（■）

5．DX事例（■）

ＤＸリテラシー概説



プレイングマネージャー研修
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▌多忙なプレイングマネージャーの悩みの解消方法を学び、
プレイヤーとしての業務とマネジメントを両立させる

このような方におすすめ！

昨年の受講者の声

・任せ方をうまくすればプレイングマネージャーの負担は減ると思った。
・今の役職、立場において非常にためになる研修だった。

2021年5月19日(水)13:00～17:00日時

管理職(課長職、マネージャー）対象

定員 15名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

無料（受講料・テキスト代無料）
申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年5月10日(月)

※NEC販売店会九州地域支部会と共同開催となります
※多くの会員様にご受講頂きたいので、1社あたり2名までとさせて頂きます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。
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プレイングマネージャー研修
～時間・チーム・リスクをマネジメントし、走りながら成果を出す

内容

１．プレイングマネージャーに求められる役割
【ワーク】プレイングマネージャーであるみなさんに上司、部下が求めていることは何でしょうか。
（１）プレイングマネージャーの役割とは
（２）プレイヤーとマネージャーが求められる背景
（３）プレイングマネージャーの醍醐味

２．プレイングマネージャーのタイムマネジメント
（１）時間の使い方を振り返る
【ワーク①】３日間の時間の使い方を振り返る
【ワーク②】時間の使い方を振り返り、気づいたことや難しいと感じることを共有しましょう。

（２）仕事の任せて時間を生み出す
①"自分でやった方が早い"の悪循環
②やるべき仕事を峻別する
③勇気をもち、仕事を任せる
【ワーク】業務を分類・評価する

～自分がやるべき仕事、他の人でもできる仕事、他の人がやるべき仕事
（３）権限移譲を成功させるポイント
（４）仕事の任せ方
（５）チームを俯瞰し、チームのあるべき姿を考える
■組織図のつくり方
【ワーク】自チームの組織図を作成する
【参考】部下の成長を促すフィードバック

３．プレイングマネージャーのチームマネジメント
（１）プレイングマネージャーに求められる育成のプロデュース
①育成のプロデュースとは
②育成計画のつくりかた ～新人からナンバー２まで行う意図した育成

【ワーク】部下を１名選び、育成計画表を作成しましょう。
（２）日常のコミュニケーションは「量」 ～忙しいからこそ「量」を意識する
①あいさつ ②名前を呼ぶ ③話しかけやすい雰囲気

【ワーク】セルフチェック ～昨日の朝の部下に対するあいさつを振り返る
（３）モチベーション管理のコミュニケーションは「質」
①見通しを明るくするコミュニケーション ②対話のすすめ

４．プレイングマネージャーのリスクマネジメント（部下の仕事のチェックの仕方）
【ワーク】部下からあがってきた経費精算書をチェックする

（１）部下の仕事をチェックする
①走り続けるために、小さなミスを未然に防ぐ

（２）チェックリストを整える
①ルーチン業務のチェックリストを作成する
②イレギュラー業務には必ず目を通す
③注意すべき業務を把握する

【ワーク】仕事の峻別と日次・週次・月次チェックリストの作成
仕事を日常業務・イレギュラー業務・特に注意すべき業務に分類し、チェック内容とチェックの周期
（日次・週次・月次）を決める
【参考①】組織的リスク管理体制をつくる
【参考②】労務リスクへの対策

５．まとめ
【ワーク】明日から取り組むことの洗い出し

◆プログラム案

◆ねらい：

プレイングマネージャーに求められる「タイムマネジメント」「チームマネジメント」「リスクマネジメント」を軸に、プレイングマネージャーが直面す
る課題の解消を目指します。日々忙しいプレイングマネージャーのみなさまに、マネジメントの押さえどころを、時間管理や組織図作成などの実践演習を
通して体得いただく研修です。



ビジネス文書研修
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▌お客様や上司が短時間で内容を把握できる文書作成の方法を身につける

メールや報告書など様々な場面で役立つスキルを習得

2021年5月25日(火)13:30～16:30日時

新入社員、若手社員（入社２、３年目の方）対象

定員 30名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

無料（受講料・テキスト代無料） 申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年5月14日(金)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

このような方におすすめ！

よくあるお悩み （上司・トレーナー目線）

・メール作成や文書作成をきちんと
学ばせたい

・文書を作るのが難しく時間がかかる
・自己流で文書作成している

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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内容

【Ⅰ.基礎編】
１．ビジネス文書とは ～基礎知識

２．ビジネス文書作成時のポイント
（１）ビジネス文書作成の基本
（２）ビジネス文書の構造
【ワーク】＜要約文書＞ライバル社の動向について上司に報告する

３．社内文書

４．社外文書
（１）基本形 ～慣用表現を活用して丁寧に
（２）社外文書のあいさつと結びの慣用表現
（３）封筒・はがきの宛名の書き方
【ワーク】正しく宛名を書く

【Ⅱ. 実践編】
１．社内文書 ①報告書
（１）社内報告書の全体構成
（２）報告書作成のポイント
【参考】お客さまに提出する報告書
（３）報告書の具体的な書き方
【ワーク】展示会見学の報告書の作成

２．社内文書 ②「その他の社内文書」
（１）連絡書
【ワーク】通知文の作成
（２）始末書

３．メール作成のポイント
（１）メールの構造
（２）メール作成のポイントまとめ
（３）メールの注意事項

４．社外文書
（１）ファックス送付状
（２）書類送付状
（３）招待状・案内状
（４）お祝い状
（５）お詫び状
（６）お礼状
（７）依頼状
【ワーク】依頼文の作成

■講義内で、演習問題の中から３～4題程度演習を実施いたします
※半日Verの場合、1～2問程度となります。
【演習問題】
①②＜要約＞ライバル社の動向について上司に報告する
③＜報告書＞展示会見学の報告書の作成
④⑤Eメール文書作成（社内への通知文・社外への依頼文）

◆プログラム案

◆ねらい：

ビジネスにおいて作成する機会のある文書（報告書、Eメール、お詫び状など）の作成の機会において役立つスキルを習得いただ
きます。読み手を意識することを大前提とした上で、相手にとって分かりやすい文書作成の方法を学ぶことが目的となります。文
書作成において最も重要な要約、社内、社外それぞれに向けた文書作成のポイントなどの解説と、それに応じた演習問題に取り組
んでいただくことで実践力も養います。

ビジネス文書研修



リモート商談の仕方研修
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▌誰でもすぐに実践できる、「リモート商談のコツ」をご紹介！

１時間と短時間の研修のため、業務でお忙しい営業さんにもオススメ！

2021年5月26日(水)10:00～11:00日時

営業職の方、リモート商談にご興味のある方対象

定員 30名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

講師にて準備いたします。

無料（受講料・テキスト代無料）
申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年5月14日(金)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

このような方におすすめ！

こんな方にオススメ！

・リモート商談をしているが、やりにくさや課題を感じている
・対面派だけれど、いざという時のためにリモート商談を勉強したい

※詳細は別途ご連絡いたします。

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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内容

１．本日のゴール
■リモート営業を「武器」の一つにしていただくこと
→「全てリモートに切り替えろ」ではなく、「リモートも使えるようになって戦略・戦術の幅を広げま
しょう」が伝えたいメッセージ。
「対面重視派」「足で稼ぐ派」「リモート反対派」の心情を理解し、寄り添った上で、すぐに
真似できるノウハウをお伝えします。

２．リモート商談について
①リモート営業のメリット
→1日あたりの商談数向上、対応エリア拡大と対応スピードアップ 、移動や宿泊コストの削減、
資料について「印刷コストの節約」と「準備漏れを防止」、カンペが可能、お客様にとっても来
客コスト（部屋予約・当日のご案内・お茶出し・片付け等）が削減、自分の営業姿を見て
内省できる、天候や交通インフラ、コロナに左右されずに営業推進、などのメリットを提示します。
②代表的なツール
→国内80%シェアの5大ツール紹介（ＰＣ・スマホ・タブレットにダウンロード推奨）
③リモート営業のデメリット・ハードル

３．リモート商談のプロセス
■ヒアリング事項整理→アポ→事前連絡→準備→商談→フォロー、
ではない！

４．アポイント取得のコツ
①アポイント取得時のヒアリング事項
→目的と流れ、ＷＥＢ会議システムは何か、メールアドレスと携帯電話番号、相手は慣れてい
るか、誰がどのように参加するか（複数？会議室から？）、トラブルシューティング など。
②本当に「フワッとした理由」でアポ取得はＮＧなのか？

５．リモート商談は準備が肝
①事前送付メール内容
②リモート営業初心者にオススメしたい「会う前に勝負を決める」ワザ
③「静かな場所を確保せよ」は日本では難しくないか？（解決策も）
④対面重視派に是非力を入れて欲しい、身だしなみと「ビデオ映え」
⑤ハンドリングを極める

６．リモート商談の資料作成術
①自己紹介ペーパー ②アジェンダ ③ワンペーパーで表現
④ＵＲＬを記載 ⑤時間が無い時の奥の手

７．リモート商談当日とフォロー
①当日のポイント
②熱意や気持ちは伝えられる！

８．今日からできるオススメロールプレイング
①顧客がミュートを解除せずにしゃべっている
②カメラが使えずビデオＯＦＦの顧客（当日発覚）
③マスクをして微動だにしない顧客（画面が止まっているように見える

本研修では、誰にでもすぐに実践できるリモート商談のノウハウを短時間で学んでいただくことをゴールとしています。事前準備やZOOMなどの
ツールの使い方、またあると便利な周辺機器など、少しの工夫を加えることで、戻ってすぐに活用いただけるエッセンスを本内容では盛り込んでおり、
リモート商談の効率を飛躍的に向上させることが可能です。また、商談は対面派という方にも是非ご受講いただける内容となっております。

◆プログラム案

◆ねらい：

リモート商談の仕方研修



オンライン会議のファシリテーション研修
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▌対面とは異なるオンラインの特性を踏まえた、オンライン会議を成功に導く
進行テクニックを習得

2021年6月2日(水)9:30～16:30日時

すべてのビジネスパーソン対象

定員 30名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料（受講料・テキスト代無料）
申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年5月24日(月)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

このような方におすすめ！

よくあるお悩み

・オンライン会議でうまくファシリテーションできているか不安
・オンライン会議では議論が活発にならない

※オンライン会議の進行役となる方
※オンライン会議の生産性を高めたいとお考えの方

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。



14

内容

１．はじめに
（１）オンライン会議について考える
【ワーク】今までに参加したオンライン会議を振り返り、「やりにくい」と感じたこ
とを共有する
（２）対面の会議とオンライン会議との違いを考える

２．ファシリテーションの基本
（１）ファシリテーションの目的
（２）議論のプロセスに関与する
（３）ファシリテーションにおける心構え
（４）ファシリテーターに求められる４つのスキル
①場のデザインスキル（日程調整、参加者の心構えをつくる、

環境整備、等）
②対人関係スキル（大きく頷く、話を遮らない、話し方、等）
③構造化のスキル（物事を整理する力）
④合意形成のスキル（意思決定の支援、合意形成の支援）

３．オンライン会議を成功に導くテクニック
（１）磨き上げるべきは「場のデザインスキル」と「対人関係スキル」
（２）「場のデザインスキル」で万全の準備を
（３）「対人関係スキル」でメリハリを
【ワーク】ファシリテーターとして、発言しやすい雰囲気づくりのために、参加者からどのよ
うな一言を発言してもらえばよいか考える
【ワーク】ファシリテーターとして、オンライン会議中に困ることはどんなことかえる
（４）会議の終わりにすべきこと
（５）陥りがちなＮＧ例

４．オンライン会議演習
【ワーク】オンライン会議の演習をグループで行い、ファシリテーターの役割を実践する。
■テーマ
①ノートパソコンへの変更
②職場でのコミュニケーション不足の対策

５．まとめ

◆ねらい：

会議のファシリテーター（中立な立場の会議進行役）に必要な４つのスキル（①場のデザインスキル②対人関係のスキル③構造化のスキル④合意形
成スキル）を学ぶと共に、オンライン会議ならではの特徴を踏まえた具体的な進行テクニックを習得いただきます。

◆プログラム案

オンライン会議のファシリテーション研修
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▌オンライン化が急速に進み、ネットワーク知識を身に着けたいというニーズが
高まっています。この機会に是非ご活用ください。

このような方におすすめ！

こんな方にオススメ！

・これからネットワーク設計・構築に関わる方、ネットワークを学びたい方
・システム部門の方はもちろん、それ以外の部署の方も大歓迎

1日目：2021年6月9日(水)9:30～16:30
2日目：2021年7月2日(金)9:30～16:30

日時

ネットワークを学びたい方、新しくＩＴ業務に携わる方対象

定員 25名(先着順)

講師 NECマネジメントパートナー㈱

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

テキスト代(¥8,000)受講者様負担

無料 申し込み締め切り：満席になり次第または
2021年5月26日(金)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

※請求につきましては別途ご連絡いたします。

ネットワーク基礎
～最低限おさえてきたいネットワーク知識～

※DX人材を育てるラインナップ６選の他の研修と
合わせて受講するとより効果的です。

２日間

DX人材を育てる
ラインナップ６選

※NEC販売店会九州地域支部会と共同開催となります
※多くの会員様にご受講頂きたいので、1社あたり3名までとさせて頂きます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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研修スタイル

■・・講義

●・・マシン実習

△・・個人演習

▲・・グループ演習

★・・試験

【コースのポイント】・複雑化してきているネットワークの構築にかかわる方向けに、最低限抑えておきたい技術を広
く紹介するコースです。

●コース概要：

・フロア内のLAN構築から、構築したLANを
別のLANや、インターネットに接続するま
での考え方や具体的手段に関する技術を修
得します。

●到達目標：

・Ethernetの規格や動作について理解し、簡
単なLAN構成ができる。

・LANスイッチの機能を理解し、LAN構成に
おける適用場面を挙げることができる。

・ルータの機能を理解し、LAN構成における
適用場面を挙げることができる。

１日目

内 容

１． LAN概要 （■）

・ ネットワークの種類

・ LANの分類

・ LAN間接続/インターネット接続

・ LAN技術動向

２． Ethernet （■）

・ 歴史と標準化

・ フレーム構成

・ Ethernetの種類

・ Ethernetの通信の仕組み

・ コリジョンドメインと構成規則

昼休み

３． スイッチの機能（■）

・ スイッチの基本機能

・ スイッチによる全二重通信

・ オートネゴシエーション

・ スパニングツリープロトコル

・ スパニングツリープロトコルの拡張機能

・ リンクアグリゲーション

・ VLAN 

・ MSTP

2日目

内 容

３． スイッチの機能(続き)（■）

・ VLAN 

・ MSTP

４． レイヤ3デバイスの種類と機能 （■）

・ ルータの概要

・ ルーティングテーブルの検索・経路選択

・ ルーティングプロトコルの分類

・ ディスタンスベクタ型ルーティングプロトコ
ル

・ RIP 

昼休み

５． レイヤ3デバイスの種類と機能（続き）
（■）

・ リンクステート型ルーティングプロトコル

・ OSPF 

・ 障害対策

・ レイヤ3スイッチの概要

６． LAN構成イメージ （■）

・ LAN構成イメージ

ネットワーク基礎
～最低限おさえてきたいネットワーク知識～
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▌魅力的なプレゼンテーションを実践するための資料作りのノウハウを身につける

2021年6月16日(水)13:30～16:30日時

PowerPointで分かりやすい資料作成のコツを習得したい方対象

定員 30名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料（受講料・テキスト代無料）
申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年6月4日(金)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

このような方におすすめ！

よくあるお悩み

・文字数が多くなり分かりづらいと指摘されてしまう
・もっと魅力的な資料を作りたいが何から学べばよいかわからない

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

PowerPoint資料作成研修

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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内容

１．わかりやすい資料（ワンペーパー）を作ろう
【ワーク】これまでに見た資料の中で、わかりやすいと感じたものと、
わかりにくいと感じたものについて、話し合ってみる
（１）ワンペーパー資料に求められるわかりやすさ
（２）ワンペーパー資料作成のステップ
（３）ＳＴＥＰ１ 資料の趣旨を決める
（４）ＳＴＥＰ２ わかりやすく表現する
（５）ＳＴＥＰ３ レイアウトを整える

２．わかりやすい表現方法① 要約と文章表現
（１）文章は「わかりやすさ」と「訴求力」
（２）「訴求力」を出す見出し・コピー

３．わかりやすい表現方法② 図解
（１） 図解の目的と効果
（２） 図解の種類
（３） 図解化のメリット・デメリット
（４） 情報を整理して図解化する
（５）情報を整理するための図解の要素
【参考】 その他の図解例

４．総合演習

５．【参考】レイアウト・デザインを考える

情報を一目でわかりやすく伝えるための簡潔な資料作成スキルの習得を目的としています。
本研修では、ワンペーパーにまとめるための資料の構成力、文章の要約力を学んだ上で、総合演習を通じて実践的に学びます。「一目で」
「わかりやすい」ワンペーパー資料を実際に作成することでスキルの定着を図ります。

◆プログラム

◆ねらい：

PowerPoint資料作成研修
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▌次世代のリーダー「変革リーダー」としての在り方を学ぶとともに実践力を
身につけ部下育成にも役立てる

2021年6月23日(水)9:30～15:30日時

次世代のリーダーを目指す方対象

定員 30名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料（受講料・テキスト代無料） 申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年6月9日(水)

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

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～

※開催方法が変更となる可能性がございます。
随時ご案内いたします。

このような方におすすめ！

昨年の受講者の声

・リーダーとしての心構え、考え方、実践すべきことを学ぶことが出来ました。
・自分のやり方に自信を持てたのが、一番大きな収穫でした。
気付きもあり、とても有益だったと思います。

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。



20

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～

内容

１．はじめに
■本研修における変革とは
～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やる

２．変革実現の手順
ステップ１：高い目線で変革目標を設定する
ステップ２：業務改善で変革人材や時間を捻出する
ステップ３：捻出した２割の変革人材で特命チームをつくる
ステップ４：チーム全体に「勢い」をつける

３．変革目標を設定する
（１）将来を考えるための時代認識 （２）５年後、１０年後を考える
【ワーク】５年後、１０年後のチャンスとピンチ・課題を考える
（３）実例から学ぶ変革すべきものの洗い出し方
（４）実例から学ぶ変革すべきことの決め方
（５）変革目標とＫＰＩの設定
【ワーク】自チームの変革目標とＫＰＩを考える
（６）変革を実現するための行動原理、偉人の言葉
【ワーク】変革のキャッチフレーズを考える

４．業務改善で変革人材や時間を捻出する
（１）人材や時間を捻出する業務改善のやり方
①リーダーの発想を変えるのがスタート ②業務改善の勘所
（２）人材や時間の捻出策を考える
【ワーク】人材や時間を捻出するために、既存業務の何を変えるべきか考える

５．変革を実現するチーム作り
（１）捻出した人材で特命チームをつくる （２）変革を語り、部下を説得する
【ワーク①】特命チームのメンバーを決める
【ワーク②】メンバーが変革に反対してきたとき、もしくは不安があるといってき
たときに説得するための言葉を考える
（３）チームの発送を豊かにする

６．変革マネジメント
（１）変革に「勢い」をつける
【ワーク】変革に「勢い」をつける方法を考える
（２）変革リーダーのリスク管理

７．まとめ

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年後の組織に有用な新しいことの実現」と定義したうえで、
変革の具体的な進め方をお伝えします。

◆プログラム

◆ねらい：
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▌トレーナーに求められる役割を認識し、新入社員の育成計画の作成方法を学び
具体的なＯＪＴの進め方を習得する

このような方におすすめ！

こんな方にオススメ！

・新入社員を受け入れる予定だがどうやって指導したらよいかわからない
・トレーナーと上司（管理職）、チームで新人を育てたい

1日目：2021年 7月7日(水)9:30～16:30
2日目：2021年11月5日(金)9:30～16:30※フォローアップ編

日時

新入社員のトレーナーをされる方対象

定員 15名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

申し込み締め切り：満席になり次第または
2021年6月24日(水)

ＯＪＴ指導者研修

※開催方法が変更となる可能性がございます。
随時ご案内いたします。

※所属長と一緒に受講することで、
研修の効果を高めることが可能です。

無料（受講料・テキスト代無料）

２日間

※NEC販売店会九州地域支部会と共同開催となります
※多くの会員様にご受講頂きたいので、1社あたり2名までとさせて頂きます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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内容

１．新人・若手の立場になって考える
（１）当時不安だったこと
【ワーク】若手の頃に不安だったことは？
（２）部下・後輩の不安を理解する

２．ＯＪＴとは何か
（１）ＯＪＴとは「On the Job Training」
（２）「実務能力」を習得させる
（３）「考え方の軸」を確立させる
（４）ＯＪＴの「準備」
（５）Ｏｆｆ‐ＪＴとの組み合わせ
（６）ＯＪＴトレーナーの役割
【ワーク】あなたがＯＪＴトレーナーとして、組織から求められている役割とは？
（７）ＯＪＴを始める前にやるべきこと

３．育成計画を立てる
（１）ステップごとの目標を立てる
（２）目標を細分化する
（３）指導をプロデュースする
【ワーク】部下の現状を踏まえた、３ヵ月間の育成計画を立てる

★上記3項目までを目安に、上長と一緒にご受講いただくことが可能です。

４．ＯＪＴの進め方
（１）指示の仕方
（２）指示した内容を確認する
（３）報告させる、相談を受ける
【ワーク】上司への報告時に、何となく気後れしてしまうことは？
（４）効果的なほめ方
【ワーク】部下・後輩のほめるところを発見する
（５）「叱る」ということの理解
【ワーク】注意しなければならないと思いつつ、ためらってしまうことは？
（６）不平不満の受け止め方 ～まずはきちんと聞く

５．ケーススタディ
※ＯＪＴトレーナーが悩みとして感じるよくある場面について、対応方法を検討
※ケースは受講者に合わせて設定し、事前にご相談のうえ決定
【ケース１】わがままなメンバーの場合
【ケース２】メンバーが会社を辞めたいと言ってきた場合
【ケース３】マネジメントする部下の人数が多い場合
【ケース４】何度注意しても社会人らしい格好ができない場合
【ケース５】指示・指導を理解しない場合
【ケース６】整理整頓ができない場合
【ケース７】メンバーが自分で考えない場合
【ケース８】メンバーに仕事を引き継ぐ場合

６．まとめ

本研修では、部下・後輩指導におけるスキルの向上を目指します。その中でも、以下の3点を踏まえて進めます。
①指導、育成の準備として育成計画の立て方
②指導、育成に際しての具体的手順
③実践的ケーススタディーによる、より実践的な指導方法
なお、所属長と一緒に受講することで、組織の目指す方向と合致した育成方針を立てることが可能となり、研修の効果を高めることが可能です。

◆プログラム案

◆ねらい：

ＯＪＴ指導者研修
～１回目～
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内容

１．自身の育成計画・指導を振り返る ～これまでの指導を客観的に把握する
（１）育成計画・指導を振り返る「ＫＰＴ法」
【ワーク】「ＫＰＴ法」を使って、これまでの育成計画・指導を振り返る
【ワーク】書き出した中から、計画や指導における課題点を挙げ、解決策を考えてグループで
共有する

２．指導した後輩を振り返る ～後輩の成長した点・課題を理解する
（１）指導した後輩の成長・課題を確認する
【ワーク①】自分が担当した後輩について、２点に留意しながら振り返る
①後輩のタイプ別診断と有効な指導方法
②後輩の成長した点・課題を具体的行動とともに書き出す
【ワーク②】成長した点をどのようにほめ、課題を具体的にどのように説明するかを
２～３分で後輩に伝えられるようにまとめる。まとめたら、グループ内で共有する

３．後輩との関係構築 ～後輩のモチベーションを維持・向上させる
（１）コミュニケーションをとりやすい環境作り
【ワーク】日常的なコミュニケーションを通じて、後輩が相談しやすい環境を作るた
めに工夫していることを共有する
（２）後輩の自己効力感を高める問いかけ
①後輩を動機づけるための質問話法 ～肯定質問
【ワーク】つい言ってしまいがちな否定質問を書き、なぜそのような質問をするに至っ
たかを考えた上、肯定的な表現に言い換える
②基本的な質問話法① ～オープン・クローズド質問
③基本的な質問話法② ～未来質問・過去質問
（３）対話により部下のやる気を引き出す
①ほめる ～ほめ言葉が人を動かす
【ワーク】部下のほめる点をできるだけ多く洗い出す
②内発的動機づけを行うほめ方 ～ほめる順序

４．後輩に対するフィードバック～効果的なフィードバックを通して、後輩の成長を促進する
【ワーク】フィードバックについて、これまでに困ったことや難しいと感じたことがあれば共有する
（１）フィードバックに有効な要素「Ｃａｎ」・「Ｋｅｅｐ」・「Ｃｈａｎｇｅ」・「Ｔ
ｒｙ」
【Ｃａｎ】後輩がよくできた点は何か
【Ｋｅｅｐ】今後も続けた方が良い点は何か
【Ｃｈａｎｇｅ】今後改善した方がよい点は何か
【Ｔｒｙ】成長のために、今後挑戦すべき点は何か
（２）フィードバックをする上で注意すべきポイント
①自分の成功体験や価値観を押しつけない
②分からないことに対して無理矢理答えを出さない

５．実践！ケーススタディ ～自身の指導力を強化する
ロールプレイングを、「後輩役」「指導者役」「観察者」の３名に分かれて実施する
【ケース１】後輩との意思疎通がうまく図れない場合
～よかれと思って行動していることが後輩に理解されず、溝ができてしまっている状況を打破する
【ケース２】後輩が何度指導をしても同じミスを繰り返す場合
～これまで強く注意したことはないが、他部署からもクレームがあり、次の面談で課題として注意しよう

としている
【ケース３】後輩が仕事の段取りに課題がある場合
～複数の仕事をこなすのが苦手で、締切ギリギリになってしまう後輩。タイムマネジメントに課題がある

ため、その課題を伝え、改善策を共に考える

６．まとめ
【ワーク】本日の研修を踏まえ、今後後輩を指導する際に何に気を付けたいかを発表する

ＯＪＴ担当者として、これまでの指導の振り返りと、後輩との関係構築・フィードバックスキルの向上に焦点を当てたフォローアップ研修です。こ
れまでの育成計画・指導、後輩の成長や課題を振り返っていただき、残りのOJT期間での指導をより充実させるため、改善点を明確にしてもらいま
す。さらに、後輩の自信を高める質問の仕方、後輩を動機づけるための効果的なほめ方、フィードバックに必要な要素を習得し、より高い指導スキ
ルを身につけていただきます。

◆プログラム案

◆ねらい：

ＯＪＴ指導者研修
～２回目フォローアップ編～
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▌新しいアイデアを出すための５つの発想法とアイデアを実現するための
コンセンサスマネジメントを習得する

2021年7月9日(金)9:30～16:30日時

すべてのビジネスパーソン、柔軟な発想をしたい方対象

定員 30名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料（受講料・テキスト代無料） 申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年6月25日(金)

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

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～

このような方におすすめ！

昨年の受講者の声
・社内では頭が固いとよく言われていたが、研修を通じてどんな考え方をすれば
よいか大変勉強になりました。

・凝り固まった考えにならないようにするために、物事に対して何かアプローチ
する際は、いろんな人の意見を聞くようにしたいと思いました。

※開催方法が変更となる可能性がございます。
随時ご案内いたします。

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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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～

内容

１．ラテラルシンキングとは
【ワーク】「発想力」がどのような場面で役に立つか、思いつく限り考える
（１）ラテラルシンキングの考え方
①ラテラルシンキングとは
②ロジカルシンキングとラテラルシンキングの関係
③クリティカルシンキングがラテラルシンキングのスタート地点
（２）ラテラルシンキングの重要性
①他者・他社と差別化を図ることができる
②多様な意見が出る
【ワーク】自身の業務において既成概念や常識にしばられていると感じることを洗い出す。また、
その解決策を自由な発想で考える

２．ラテラルシンキングを鍛える ～方法論での発想
（１）５つの方法から発想を出す
（２）発想の具体的方法
①改善法
【ワーク】既存のサービスに対する要望や不満から新しいアイデアを出す
②翻訳法
【ワーク】同業他社・他業界での常識を、自分の組織や業界にあてはめて、企画を考える
③マトリックス法
【ワーク】表を作成し、欠けている分野を特定して、企画を考える
④定点観測法
⑤合体法
【ワーク】すでにある既存のサービスや商品を組み合わせて、新しいサービスや商品のアイデアを
出す

３．ラテラルシンキングを鍛える ～右脳を使った発想
（１）左脳と右脳とは？
（２）右脳的に考えるポイント
（３）連想的に考える ～埋もれたアイデアの元を掘り当てる
【ワーク】与えられたキーワードをもとに、企画アイデアを出してみる
（４）オズボーンのチェックリストを活用する
【ワーク】チェックリストを活用して、新しい取り組みやアイデアを考える
【参考】複数人でアイデアを出し合う方法

４．ラテラルシンキングによる発想を実現するために
（１）アイデアを絞り込む時のポイント
（２）アイデア実現のためのコンセンサスマネジメント
（３）コンセンサスマネジメントの手順
（４）コンセンサスマネジメントのポイント
【ワーク】自分の業務やプロジェクトにおいて、想定される批判・反論、説得の仕方を
洗い出す

５．まとめ

◆プログラム案

◆ねらい：

本研修では、ラテラルシンキングの考え方を学ぶとともに、実際にラテラルシンキングを用いて、新しい発想やアイディアを生み出すワーク・演習に取り組んでいただきます。
ロジカルシンキングやクリティカルシンキングとは異なる、柔軟なものの考え方を鍛える研修です。
ラテラルシンキングに関する方法論の講義を受けた後、実際にフレームワークを使いながら習得していきます。
５つの発想法、オズボーンのチェックリスト、連想的な発想法など、さまざまな発想法を身につけます。
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▌相手に伝わる分かりやすい説明で業務の生産性を高め、ビジネスパーソンとして
信頼を得る

2021年7月14日(水)9:30～16:30日時

新入社員、若手社員（入社２～３年目の方）対象

定員 30名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料（受講料・テキスト代無料） 申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年6月30日(水)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

このような方におすすめ！

よくあるお悩み

・ついつい説明が長くなってしまう
・「それで結局何が言いたいの？」と言われたことがある
・話しているうちに違う方向に進んでしまい、目的通りに話すことが難しい

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

分かりやすい説明の仕方研修（若手向け）

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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内容

１．「伝える」ポイントを考える
（１）過去に見聞きした説明を振り返る
【ワーク】過去に見聞きした説明で、分かりやすかった説明を思い出す
（２）相手に話が伝わらない理由
（３）「伝える」ために必要な要素とは

２．目的・意図を明確に
（１）何を伝えたいのかを、事前に整理する
（２）相手の立場に立って考える
【ワーク】ある情報の中から伝えたい趣旨・内容を選別する

３．話の構造を考える
（１）何が話を分かりにくくしているのか
【ワーク】ニュースリリースを読み比べ、分かりやすい内容とその根拠を考える
（２）要素同士の関係を明確にすることで意味が通る～構造化
（３）構造化のパターン
（４）話の全体像を明らかにする～階層的に整理する
（５）階層的に整理するメリット
【ワーク】ある情報を読み、筆者の主張を階層的に整理する

４．話の展開を考える
（１）分かりやすい説明をするためには
（２）話の展開例
【ワーク】分かりやすく説明する～適切な展開方法を理解する

５．実際の話し方をトレーニングする
（１）話す際の心構え
（２）声について
【参考】発声トレーニング
（３）間（沈黙）のとり方
（４）話すスピード
（５）姿勢・態度・表情
（６）ワンセンテンスは短めに
（７）使用する単語

６．総合演習①
～ニュースリリースを読んで、構造・主張を整理し、実際に説明する

７．総合演習②
～テーマを選んで説明し、チェックシートを用いてお互いにフィードバックを行う

８．まとめ

本研修ではまず論理的思考を鍛え、以下項目を取得することで話を分かりやすく相手に伝えるためのポイントを掴んでいただきます。
①意図の明確化～その話をする理由を伝える
②内容の整理～相手が話をのみこみやすい構造・展開
③話す技術～間の取り方・スピード・表情など

◆プログラム案

◆ねらい：

分かりやすい説明の仕方研修（若手向け）



ネットワーク応用～構成の考え方～
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▌フロア内のLAN構築から、構築したLANを別のLANや、インターネットに接続
するまでの考え方や具体的手段に関する技術を習得する。

このような方におすすめ！

こんな方にオススメ！

・これからネットワーク構築や設計の仕事に携わる方
・ネットワークを基礎知識から一歩踏み込んで学びたい方

2021年7月21日(水)13:30～16:30日時

「ネットワーク基礎」を受講された方、または同等知識をお持ちの方対象

定員 30名(先着順)

講師 NECマネジメントパートナー㈱

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

テキスト代(¥5,000)受講者様負担

無料
申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年7月7日(水)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

※請求につきましては別途ご連絡いたします。

※DX人材を育てるラインナップ６選の他の研修と
合わせて受講するとより効果的です。

DX人材を育てる
ラインナップ６選

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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【コースのポイント】／【注意事項（制約事項）】

・一般的なネットワーク構成について基本パターンや考え方を紹介します。

●コース概要：

・フロア内のLAN構築から、構築したLANを別のLANや、
インターネットに接続するまでの考え方や具体的手段
に関する技術を修得します。

●到達目標：

・LAN構成のパターンや考え方を挙げることができる。

半日間

内 容

1． ネットワーク構成の考え方 （■）

・ 基本的なネットワーク構成の考え方

・ネットワーク構成の基本パターン

・冗長構成の基本的な考え方

・L2ループ有構成

・L2ループ無し構成

・近年のシステムの特性を加味した構成

研修スタイル

■・・講義

●・・マシン実習

△・・個人演習

▲・・グループ演習

★・・試験

ネットワーク構成の考え方

ネットワーク応用～構成の考え方～
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▌６つの視点から問題を発見・特定する力や、問題の優先順位のつけ方、
問題の「真因」を分析する力などを習得する

2021年8月18日(水)13:30～16:30日時

すべてのビジネスパーソン対象

定員 30名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料（受講料・テキスト代無料） 申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年8月4日(水)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

このような方におすすめ！
・自組織における課題を解決し、業務改善、生産性向上につなげたい方
・部下が主体的に職場の問題を発見し、解決策の推進ができるようになってほしい
（上司からの意見）

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

問題解決力向上研修

こんな方にオススメ！

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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内容

１．問題とは何か
（１）問題解決においての問題
【ワーク】問題を発見・解決時に「難しいこと」「苦手なこと」を考える
（２）問題とは「事実」をあらわす言葉
（３）問題解決への取り組みが「課題」

２．問題解決の流れ
（１）問題解決の基本的な流れ
（２）問題解決の具体的な手順

３．問題の発見
（１）「６つの視点」による問題発見
【ワーク】６つの視点から現在の業務を分析する
（２）日常の「違和感」からの問題発見
（３）他者との協働による問題発見

４．真因追求
（１）特性要因図
（２）ロジックツリー
（３）連関図法
【ワーク】特性要因図などを使って、問題の真因を探る

７．解決策の策定
（１）解決策の検討
【ワーク】真因への対策を洗い出す
（２）適切な解決策選択

８．問題解決シートの作成

◆プログラム案

◆ねらい：
本研修では、現場に潜む問題の真因の発見と解決策まで考えるプロセスを演習を通して体験していただきます。
①問題の発見方法を習得する～６つの視点から考える
②真因の追求方法を学ぶ～特性要因図・ロジックツリー・連関図法
③課題を設定し、計画を作成する～優先順位のつけ方とＰＤＣＡサイクルによる管理方法

問題解決力向上研修



サイバーセキュリティ演習
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▌セキュリティ事例をもとに、心構えやセキュリティ対策の基本を学び、
インシデント対応を行うCSIRTの役割について演習を通して習得する。

このような方におすすめ！

こんな方にオススメ！

・セキュリティ対策について正しい知識を身につけたい
・攻撃を受けた際にどうのように行動すればよいのかを学びたい

2021年8月25日(水)9:30～16:30日時

コンピュータシステムの基本的な知識をお持ちの方対象

定員 50名(先着順)

講師 NECマネジメントパートナー㈱

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料
申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年8月18日(水)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

※DX人材を育てるラインナップ６選の他の研修と
合わせて受講するとより効果的です。

DX人材を育てる
ラインナップ６選

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社5名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。

テキスト代無料 ※お申込みいただいた方へお送りいたします。
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●コース概要：

最近発生しているセキュリティ事件・事故をも
とに、私たち一人一人が気をつけるべきことや
心構え、セキュリティ対策の基本を修得します。
またインシデント対応を行うCSIRTの役割につ
いて演習を通して習得します。

●到達目標：

・最新のサイバー攻撃の動向や事例について説明
できる。

・インシデントハンドリングの手法を学び、自組
織がサイバー攻撃を

受けた際に、適切に行動できる。

・CSIRTの必要性や業務概要、要求されるスキル
等を説明できる。

●前提知識：

コンピュータシステムの基本的な知識をお持ち
の方

1日間

内 容

1. 最近の動向（■）

・さまざまなセキュリティ事件の紹介

・最近のセキュリティ事故・事例

2. 標的型攻撃とその対策（■）

・標的型攻撃とは

・標的型攻撃の対策（多層防御）

・インシデントレスポンス

３. インシデントハンドリング（■）

・インシデントハンドリングとは

・検知フェーズ

・初動フェーズ

・インシデントレスポンスフェーズ

・証拠保全

昼休み

４.インシデントレスポンス演習（▲）

・検知・連絡受付、トリアージ、

インシデントレスポンス、報告・再発防止

研修スタイル

■・・講義

●・・マシン実習

△・・個人演習

▲・・グループ演習

★・・試験

サイバーセキュリティ演習

サイバーセキュリティ演習



AI入門
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▌AIの概要から、AI技術の基礎、AI活用事例、AIの今後までをわかりやすくご紹介

このような方におすすめ！

こんな方にオススメ！

・ＡＩに関心がある方
・ＡＩが現時点でできること、今後どうなっていくか知りたい方

2021年9月8日(水)9:30～16:30日時

ＡＩに関心がある方対象

定員 50名(先着順)

講師 NECマネジメントパートナー㈱

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料
申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年9月1日(水)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

※DX人材を育てるラインナップ６選の他の研修と
合わせて受講するとより効果的です。

DX人材を育てる
ラインナップ６選

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社5名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。

テキスト代無料 ※お申込みいただいた方へお送りいたします。
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AI入門

研修スタイル

■・・講義 ●・・マシン実習

△・・個人演習 ▲・・グループ演習

★・・試験

●コース概要：

AIの概要から、AI技術の基礎、AI活
用事例、AIの今後までをわかりやすく
紹介します。

●到達目標：

・AIの概要を説明できる。

・機械学習とディープラーニングの基
本について説明できる。

・AIの活用事例を理解できる。

・AIの活用プロセスを説明できる。

・AIのこれからについて説明できる。

●前提知識：

特に問いません

1日目

内 容

１．AIの基礎知識 （■）

２．AIの歴史（■）

３．機械学習とディープラーニング（▲）

総合演習１：AIとは何かを整理する

昼休み

４．AIの活用事例（▲）

・AI技術の活用分野と事例紹介

総合演習２：AIを用いたWebサービスの改善を考える

６．AIの業務活用方法（■）

７．AIのこれからと留意事項(■)

AI入門
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▌新しいビジネスモデルを生み出す発想のコツをつかみ、予測困難な未来でも通用
するビジネス観を養う

2021年9月15日(水)9:30～16:30日時

経営企画や各事業部門にいる中堅～管理職層の方対象

定員 30名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料（受講料・テキスト代無料） 申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年9月1(水)

このような方におすすめ！・新規事業やビジネスモデルを企画する担当の方
・世の中の様々なビジネスモデルを学び、自組織のビジネスモデルを見直したい方

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

ビジネスモデル企画研修

こんな方にオススメ！

※開催方法が変更となる可能性がございます。
随時ご案内いたします。

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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内容

１．ビジネスモデルとは
（１）ビジネスモデルとは何か
（２）広義のビジネスモデルとは
（３）代表的なビジネスモデル
（４）ビジネスモデルの組合せ例
【ワーク】大手IT企業A社の儲けは何か考える
【ワーク】自社はどのようなビジネスモデルか、考える

２．ビジネスモデル構築のフレームワーク
■ビジネスモデルの構成要素

３．ビジネスモデルの成功事例に学ぶ
（１）コスト削減に注目
（２）顧客に注目し、対象顧客を変更
（３）現代の傾向① ～デジタル・ネット時代の成功例
（４）現代の傾向② ～グローバル化の成功例
【ワーク】①、②いずれかの題材を選んで考える
①ライドシェアリング事業を立ち上げるとしたら、どのようなビジネスモデルが考えられるか
②プレスクール（幼児向けの教育事業）を立ち上げるとしたら、どのようなビジネスモデルが
考えられるか

４．ビジネスモデルを考える際の発想法
（１）デザイン思考とプロトタイプ
（２）サービスデザインと共創
【ワーク】共創の成功事例を洗い出し、共有する
（３）アナロジーで考える
【ワーク】他組織にはあって自組織にはないものを考える

５．演習 ～未来を予測し、新たなアイデアを考える
【ワーク】少子高齢化に必要となるサービスのアイデアを出し、そのビジネスモデルを考える
■考えるヒント
・おむつ市場 ～大人用紙おむつが赤ちゃん用を逆転
・平日昼間のカラオケ客の６割がシニア、ゲームセンターがシニアの遊び場に
・子供向けの高価な製品・サービスの出現 ～子供服、マルチメディア教材、体験型テーマ
パークなど

６．まとめ～考えた新たなビジネスモデルの具体化
（１）どのようにしたら、実現できるか？～何がネックか？
（２）ビジネスモデル企画書の枠組み
【ワーク】明日上司に提出する新ビジネスモデル企画書を作成する

◆プログラム案

◆ねらい：

儲かるためのしくみである各種のビジネスモデルの理解していただき、さらに事業の見直しや新規事業開発のために役立つ知識とスキルの習得を目
指します。最後のワークでは、予測した未来に必要なサービスのアイデアを出し、ビジネスモデルを企画していただきます。実際にグループワーク
でフレームワークや発想法をご活用いただくことで、ビジネスモデル企画をする際のポイントを押さえることができます。

ビジネスモデル企画研修
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▌組織の価値向上を実現し、ユーザーの快適な情報システム活用を実現するための
ユーザーエクスペリエンス(User Experience：UX)手法の基礎を修得する

2021年10月8日(金)9:30～16:30日時

対象

定員 30名(先着順)

講師

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料（受講料・テキスト代無料） 申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年9月24(金)

このような方におすすめ！・システム企画をご担当されている方
・企業や組織のビジネスに貢献できるシステムを開発したい

講師にて事前にご準備いたします。

ＵＸデザイン思考研修

こんな方にオススメ！

※開催方法が変更となる可能性がございます。
随時ご案内いたします。

NECマネジメントパートナー㈱

情報システム企画や要件定義に取り組む方
※システム開発の基礎的な
知識をお持ちの方

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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【ご提案のポイント】／【注意事項（制約事項）】

・NECが顧客価値創出への取り組みの一環として蓄積してきたUXの経験を、NECのUX専門家とともに、研修カリキュラムに

まとめました。

・「本当に」ユーザーにとって使いたくなり、企業や組織のビジネスに貢献するためのシステムやサービスの企画・提案の

ための手順と要点を、体系的に修得いただきます。

内 容

１．UXの概要（■）

・UXとは

・UX手法

２．目標設定（■▲）

・顧客の目標の明確化

・対象ユーザーの洗い出し

・ユーザー候補の洗い出し演習

３．課題発見（■）

・ユーザー像の具体化

・ペルソナ作成演習

３．課題発見（つづき）（▲）

・ユーザーニーズの洗い出し

・カスタマージャーニーマップ作成演習

４．アイデア創出（■▲）

・解決案の発想

・解決案の選定・統合

・コンセプトの作成

・課題解決のための施策案検討演習

５．施策具体化（■）

・IT化の検討

・利用イメージの具体化・評価

●コース概要：

・組織の価値向上を実現し、ユーザーの快適な情報システム活用を
実現するためのユーザーエクスペリエンス(User Experience：
UX)手法の基礎を修得します。

●到達目標：

・UXの目的とねらいを理解し、システム企画や提案、要件定義に活
用できる。

・顧客とユーザーの違いを理解し、それぞれの目標や思いを整理で
きる。

・ペルソナの定義ができる。

・カスタマージャーニーマップを用いたユーザーニーズの洗い出し
ができる。

・課題解決のためのコンセプトを整理できる

●対象者：

・情報システム企画や要件定義に取り組む方

●講義・演習比率：

・講義：40%、演習：60%

研修スタイル

■・・講義

●・・マシン実習

△・・個人演習

▲・・グループ演習

★・・試験

企画・提案・要件定義を成功に導くためのUX(User Experience)基礎

ＵＸデザイン思考研修
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▌相手に伝わる分かりやすい説明で業務の生産性を高め、ビジネスパーソンとして
信頼を得る

2021年11月17日(水)9:30～16:30日時

中堅社員、管理職層、ベテランだが改めて説明の仕方を学びたい方対象

定員 30名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料（受講料・テキスト代無料） 申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年11月2日(火)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

このような方におすすめ！
・お客様や社内へ説明をする機会が多い方
・自分の話すスキルをもっと高めたい
・自分の説明が相手に正しく伝わっているか心配な方

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

分かりやすい説明の仕方研修（中堅以上の方向け）

こんな方にオススメ！

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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内容

１．「伝える」ポイントを考える
（１）過去に見聞きした説明を振り返る
【ワーク】過去に見聞きした説明で、分かりやすかった説明を思い出す
（２）相手に話が伝わらない理由
（３）「伝える」ために必要な要素とは

２．目的・意図を明確に
（１）何を伝えたいのかを、事前に整理する
（２）相手の立場に立って考える
【ワーク】ある情報の中から伝えたい趣旨・内容を選別する

３．話の構造を考える
（１）何が話を分かりにくくしているのか
【ワーク】ニュースリリースを読み比べ、分かりやすい内容とその根拠を考える
（２）要素同士の関係を明確にすることで意味が通る～構造化
（３）構造化のパターン
（４）話の全体像を明らかにする～階層的に整理する
（５）階層的に整理するメリット
【ワーク】ある情報を読み、筆者の主張を階層的に整理する

４．話の展開を考える
（１）分かりやすい説明をするためには
（２）話の展開例
【ワーク】分かりやすく説明する～適切な展開方法を理解する

５．実際の話し方をトレーニングする
（１）話す際の心構え
（２）声について
【参考】発声トレーニング
（３）間（沈黙）のとり方
（４）話すスピード
（５）姿勢・態度・表情
（６）ワンセンテンスは短めに
（７）使用する単語

６．総合演習①
～ニュースリリースを読んで、構造・主張を整理し、実際に説明する

７．総合演習②
～テーマを選んで説明し、チェックシートを用いてお互いにフィードバックを行う

８．まとめ

本研修ではまず論理的思考を鍛え、以下項目を取得することで話を分かりやすく相手に伝えるためのポイントを掴んでいただきます。
①意図の明確化～その話をする理由を伝える
②内容の整理～相手が話をのみこみやすい構造・展開
③話す技術～間の取り方・スピード・表情など

◆プログラム案

◆ねらい：

分かりやすい説明の仕方研修（中堅以上の方向け）
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▌分析などの統計学的な手法を用いて、データから新しい知見を導き出す方法を
修得する

このような方におすすめ！

こんな方にオススメ！

・これからデータ分析を始める方

・基本的な総計解析手法を理解したい方

1日目：2021年12月 3日(金)9:30～16:30
2日目：2021年12月22日(水)9:30～16:30

日時

対象

定員 20名(先着順)

講師 NECマネジメントパートナー㈱

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

テキスト代(¥7,000)受講者様負担

無料 申し込み締め切り：満席になり次第または
2021年11月19日(金)

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

※Excelの使えるＰＣをご用意ください。
マシン演習を行います。

※請求については別途ご連絡いたします。

ビッグデータ分析と活用
～統計解析手法によるデータ分析入門～

※DX人材を育てるラインナップ６選の他の研修と
合わせて受講するとより効果的です。

データ分析にご興味のある方 ※エクセルの基本的操作ができる方

２日間

DX人材を育てる
ラインナップ６選

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社2名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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研修スタイル

■・・講義

●・・マシン実習

△・・個人演習

▲・・グループ演習

★・・試験

●コース概要：

・平均や分散、標準偏差などを使用した基本
的なデータ分析手法や、多次元分析、相関
分析、回帰分析などの統計学的な手法を用
いて、データから新しい知見を導き出す方
法を、2日間かけて修得します。

●到達目標

・ データ分析により導き出せる知見を説明で
きる。

・ 多次元分析によるデータ分析ができる。

・ 相関分析によるデータ分析ができる。

・ 回帰分析によるデータ分析ができる。

・ 推定によるデータ分析ができる。

・ 検定によるデータ分析ができる。

・ 分散分析によるデータ分析ができる。

●対象者

・これからデータ分析を始める方

・基本的な総計解析手法を理解したい方

●前提知識：

・Excelの基本的な操作（データ入力、関数
を使用した数値の計算など）が出来る

２日目

５．回帰分析（■●）

・回帰分析

・データの準備

・回帰分析の実施

６．推定（■●）

・推定

・データの準備

・推定の実施

７．検定（■●）

・検定

・データの準備

・検定の実施

８．分散分析（■●）

・分散分析

・データの準備

・分散分析の実施

1日目

１．データ分析の概要（■）

・ビッグデータの活用

・データ分析の準備

・データ分析の実施

・統計解析手法によるデータ分析とは

・データ分析手法の検討

２．基本的なデータ分析（■●）

・基本的なデータ分析

・ヒストグラム

・代表値

・定型レポート

３．多次元分析（■●）

・多次元分析

・データの準備

・多次元分析の実施

４．相関分析（■●）

・相関分析

・相関分析の種類

・相関係数の算出

・相関比の算出

・連関係数の算出

【ご提案のポイント】／【注意事項（制約事項）】

・初めてデータ分析を行う人に必要な知識を身につけることができます。

・PC（Excel）を用いた演習を通して、基礎的なデータ分析ができるようになります。

・本研修で利用するExcelの機能を予習するための教材を準備します。

利用するExcel機能：グラフ作成(ヒストグラム、散布図、折れ線グラフ)、関数入力、範囲指定、オートフィル

ビッグデータの分析と活用 ～統計解析手法によるデータ分析入門～

ビッグデータ分析と活用
～統計解析手法によるデータ分析入門～
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▌経験や週間に頼らず、プロジェクトを確実に遂行するための「ＷＢＳ」作成、

計画策定・進捗管理を理解する。

2021年12月15日(水)9:30～16:30日時

プロジェクトマネージャー初心者、経験の浅い方対象

定員 30名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料（受講料・テキスト代無料） 申し込み締め切り：
満席になり次第または
2021年12月1日(水)

このような方におすすめ！・これからはじめてプロジェクトマネジメントを担当される方
・プロジェクトマネジメントについて学びたい方

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

こんな方にオススメ！

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

プロマネの極意
～プロジェクト計画・WBS作成能力向上編

※多くの会員様にご受講頂きたいので、お申し込みは１社3名までとさせていただきます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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プロマネの極意
～プロジェクト計画・WBS作成能力向上編

内容

１．プロジェクトとは
（１）「プロジェクト」とは
（２）プロジェクトを成功させるためのポイント
（３）プロジェクトが行き詰ってしまう原因
【ワーク】プロジェクトをマネジメントする際、日ごろ困っている内容（不安なこと）を共
有する

２．プロジェクトマネジメントとは
（１）プロジェクトマネジメントの４つのステップ
（２）ＷＢＳの徹底活用がプロジェクトマネジメントの第一歩

３．プロジェクトの定義
■プロジェクトマネージャーはプロジェクトの目標を明確にする

４．プロジェクトの開始前にしておくこと
（１）プロジェクトマネジメントのルール・プロトコルを作る
【ワーク】自社における有効なプロジェクトルールを共有する
（２）関係者を洗い出す

５．WBSでやるべきことを洗い出す
（１）ＷＢＳの特徴と作り方の基本
（２）ＷＢＳ要素の洗い出し方法について
（３）ＷＢＳシートを作り、ＷＢＳを精緻化していく
（４）作業の依存関係を確認する ～ネットワーク図の作成
【ワーク】プロジェクトマネジメントを考慮してＷＢＳを作り、気付いたことを共有する
（５）役割分担と作業時間の見積り
（６）スケジュール作成
（７）詳細なプロジェクト計画書を作成する

６．まとめ

◆ねらい：

本研修のねらいは、経験や習慣をベースとしたプロジェクトマネジメントから脱却し、プロジェクトを確実に進めるスキルを身につけて
いただくことです。プロジェクトマネジメントを経験したことがない方でも安心して受講していただけます。具体的には以下２点のポイ
ントを押さえていただきます。

１．工程の抜け漏れを防ぐためのWBS作成を、ワークを通じて学ぶ

２．「計画策定」、「進捗管理」の理解を深める

◆プログラム案
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▌調整者に求められるリーダーシップと根回し、交渉力を実例に即したケーススタディ
で習得する

2022年1月25日(火)9:30～16:30日時

中堅～管理職層対象

定員 15名(先着順)

講師 ㈱インソース

教材

受講料

オンライン開催（Zoom）開催

無料（受講料・テキスト代無料） 申し込み締め切り：
満席になり次第または
2022年1月11日(火)

このような方におすすめ！
・業務を進めるうえで、関係する部署や取引先、お客さまが多く、調整ばかりに
時間がとられて困っている

・自身の調整力に課題があるとは感じているものの、何を改善すればよいか分からない

講師にて準備の上、事前にご郵送いたします。

調整力発揮研修

よくあるお悩み

※各自にてＰＣ、ネットワーク接続環境をご準備ください。
※接続方法などメールでご連絡いたします。

※NEC販売店会九州地域支部会と共同開催となります
※多くの会員様にご受講頂きたいので、1社あたり2名までとさせて頂きます。
それ以上のお申込みをご希望される場合は個別にご相談ください。
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内容

１．関係者との調整
（１）関係者との調整が失敗した事例を考える
【ワーク】組織内外の関係者との調整において失敗した事例を共有する
（２）関係者との調整が行き詰ってしまう原因

２．ステークホルダーマネジメント＝調整力とは
（１）「ステークホルダーマネジメント」を理解する
【ワーク】ステークホルダーを洗い出す
（２）調整力とは
（３）自らの仕事の範囲を広げ、ビジネスの成果を創出するために

３．調整者のリーダーシップ
（１）調整者のリーダーシップを確認する
【ワーク】ケースをもとに「調整者のリーダーシップ」とは何かを考える
（２） 調整者はリーダーシップが必要
（３） 調整者に求められる力
【参考】リーダーのちょっとした気配り
【参考】リーダーとして、集団を理解する
【ワーク】調整力のあるリーダーに求められる力について考える

４．調整のための事前の関係構築
（１）事前の関係構築で工夫していることを共有する
【ワーク】事前の関係構築（根回し）において工夫していることを共有する
（２）コンセンサス・マネジメント
（３）関係者を洗い出す
（４）コンセンサス・マネジメントのポイント
【ワーク】ステークホルダーの特性や利害関係を整理し調整する順番も考える
（５）コンセンサス・マネジメントの手順
【ワーク】ステークホルダーと調整で想定される批判・反論を踏まえどのような注意が必要か考
える

５．調整時にこちらの思いを伝える交渉力
（１）双方メリットがあれば、交渉時間は短くなる
【ワーク】ケースにおいて、どのように調整を行うといいか考える
（２）交渉における事前準備
（３）折衝・交渉の実際
（４）相手を説得する

６．調整に不可欠な事務

７．ケーススタディ
【ワーク】顧客企業の担当者と自社製造部門との間で、納期前倒しの調整を行う

８．まとめ
【ワーク】今回の研修を踏まえ、職場に戻ってからの目標を立てる

◆プログラム案

◆ねらい：

本研修では、現場に潜む問題の真因の発見と解決策まで考えるプロセスを演習を通して体験していただきます。
本研修では、あらゆる業務に必要な調整力・交渉力について、その意味と実際のテクニックを学んでいただきます。ケーススタディでは、実際に社
内外との調整を行い、現実に職場で生かせる調整力をしっかりと身につけていただきます。

調整力発揮研修




