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※ ホームページURLが変わりました。 旧URL （http://suishinkyo.info/） からも新しいURLに自動でジャンプします。

【主催】 産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会

　新入社員研修を実施するためには、入社直後の研修や一定の経験期間を経て実施するフォ

ローアップ研修について、 経営ビジョンや事業内容に基づいて研修目的を明確にし、 ポイン

トを押さえた内容や効果的な手法をプログラムに取り入れるとともに、 最近の新人の特性を

理解することが必要です。 また、 研修終了後に成果を振返り、 自己評価や将来への見通し

に気づくことで、 モチベーションの維持や向上に繋がります。

　このセミナーでは、 新入社員研修を担当する方が、 意識と資質、 思考と行動の自己管理の

側面から現状の課題を明らかにし、 自社に合ったオリジナルプログラムを構築するためのポイ

ントについて、 全２回の講義を通して学びます。

 ※ 全２回のうち１回のみの受講も可能ですが、 研修効果を上げるためには
　　２回とも受講することをお勧めします。

Kaori Uehara
（株） 日本人材開発センター　取締役研修事業部長、
オフィスユウ マナー ・ フォーラム主宰、 米国 NLP 協
会認定マスター ・ プラクティショナー、 人材育成支援
センターカリキュラム開発分科会 （座長）、 産業技術
短期大学校スキルアップセミナー講師

次世代リーダー育成のためのオンラインセミナー次世代リーダー育成のためのオンラインセミナー

第１回第１回
テーマ

「新入社員研修を担当する「新入社員研修を担当する

　　　　ための心構えと基礎技術」　　　　ための心構えと基礎技術」

2022 年 １ 月 2525 日 （火）

14:00 ～ 15:30 （90分)

テーマ

「新入社員新入社員フォローアップフォローアップ研修研修

　      　      とスキルアップスキルアップのポイントポイント」

2022 年 ２ 月 ８ 日 （火）

14:00 ～ 15:30 （90分)

第２回第２回

講師 ： （株） 日本人材開発センター

 　　　 　 上原 歌織 氏

全2回開催

新入社員をもっと成長させたい！新入社員をもっと成長させたい！

　『研修の実施ポイントと成功のコツ』　『研修の実施ポイントと成功のコツ』

新入社員をもっと成長させたい！新入社員をもっと成長させたい！

　『研修の実施ポイントと成功のコツ』　『研修の実施ポイントと成功のコツ』

※ どちらか１回のみの受講も可能です。

受講無料受講無料 、 要エントリー！要エントリー！

申込専用アドレス online@suishinkyo.infoonline@suishinkyo.info

■ 本セミナーは、 オンライン配信で実施します。

　　（Microsoft Teams ライブイベント機能を使用）

■ 受講には Teamsアプリの利用をお勧めしますが、

　　Webブラウザからの参加も可能です。

　　（ブラウザは、 Microsoft Edge または Google Chrome

　　　をご利用ください。）

■ 受講は無料ですが、 事前エントリーが必要です。

　　（申込専用アドレス　online@suishinkyo.info）

■ セミナー内容 ・申込方法等の詳細は、 裏面をご覧  

　　ください。

【オンライン配信】



（申込専用アドレス 2次元コード）申込専用アドレス　online@suishinkyo.info

推進協議会主催のオンラインセミナー

   新入社員をもっと成長させたい！ 『研修の実施ポイントと成功のコツ』

こんなお悩みは

　ありませんか？

テーマ　　「新入社員研修を担当するための心構えと基礎技術」

内　容　　①担当者としての心構えと研修プログラムの設計

　　　　　　②研修運営の基礎技術

　　　　　　③新人との関わり方のポイント

テーマ　　「新入社員フォローアップ研修とスキルアップのポイント」

内　容　　①フォローアップ研修の共通課題

　　　　　　②現状の問題発見と課題解決

　　　　　　③研修担当者としてのブラッシュアップ対応

第１回

第２回第２回

2022 年１月25日 （火）

14:00 ～ 15:30 （90分）

2022 年２月８日 （火）

14:00 ～ 15:30 （90分）

E メールでお申込みください。

件名を 「オンラインセミナー申込」 として、 本文に ① 受講希望回 （2回とも、 第１回のみ、 第２回のみ 

と記載）、② 会員 （事業所）名、③ 申込者名、④ メールアドレス （受講に必要な招待メールを受信する

アドレス） を記入し、 申込専用アドレス （online@suishinkyo.info） へ送信してください。

なお、 事務局が受信を確認してから１週間後頃までに、 申込受付完了通知を申込メールの本文に記載さ

れたメールアドレスへ返信します。 （返信がない場合は事務局にご連絡ください。）

申込方法

第１回 ：  2022年 1 月21日 （金） まで

第２回 ：  2022年 2 月 ４ 日 （金） まで

セミナーへの 「招待メール」 （参加 URL、ログイン方法） を、 ご登録いただいたメールアドレスへ、 セミナー

当日の１週間前頃より順次送付します。 なお、 セミナーへのログイン方法は、 当推進協議会ホームページ

にも掲載します。

受講者への通知

なし （パソコンまたはタブレットでご視聴ください）定 　員

オンライン配信 （Microsoft Teams ライブイベント機能）　※ アーカイブ配信 （録画配信） はありません。

受講には Teamsアプリの利用をお勧めしますが、 Webブラウザからの参加も可能です。
　（ブラウザは、 Microsoft Edge または Google Chrome をご利用ください。）

開催方法

無料 （事前エントリーが必要です）受 講 費

お申込みに関するご注意

・ 全２回のうち１回のみの受講も可能ですが、 研修効果を上げるためには２回とも受講することをお勧めします。

・ 本セミナーの修了を証明するための修了証書等の発行はありません。

・ ご提示いただいたメールアドレスは、 本セミナーの受講手続以外に使用することは一切ありません。

受講対象 新入社員の教育 ・ 研修を担当される方 等
（教育・ 研修・ 人材育成担当者、 OJT 担当者、 人事・ 総務担当者、 管理職　等。 会員企業に限ります）

研修担当として自信がもてない　

このセミナーで

　　　問題解決！

　　新人との関わり方が難しい 新入社員研修の効果を上げたい

　研修後のフォローが難しい

モチベーションをアップさせたい

新入社員の定着を図りたい

申込締切 ： 1 月21 日 （金） まで

申込締切 ： ２ 月 ４ 日 （金） まで

申込締切

問合せ︓推進協議会事務局 （県⽴産業技術短期⼤学校 ⼈材育成⽀援課内 TEL 045-363-1234）
      お問合せ Eメール  info@suishinkyo.info （申込専⽤と異なります）     ＵＲＬ※   https://suishinkyo.info/

※ ホームページURLが変わりました。 旧URL （http://suishinkyo.info/） からも新しいURLに自動でジャンプします。


