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早期に活躍できる人材を育成します!
として「会社に貢献する人材」

早期に活躍できる人材を育成します!
「会社に貢献する人材」
ただのビジネス研修ではない、

■ 新入社員の感情変化の推移

内
定

内
定
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社
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修

入社式や入社時
教育を目前に控え、
不安とワクワク

だんだん仕事も
増えてきて認めてもらえた
ようで嬉しかった

Aさん

Bさん

Cさん

初出勤し、わからない
ことだらけ。
誰にどう話しかければ…

新入社員教育実践セミナー

入社時の教育でその後の成長スピードが決まります。当セミナーは短期集中型プログラ
ムで学生気分を徹底的に払拭。自立型人材として活躍するための基礎をつくり、成果を
上げ、会社に貢献できる人材へと育成します。

「入社後すぐ」と「入社後半年頃」という新入社員の今後の

成長を左右する大切なこの２つの時期に、タナベ経営による

一貫したカリキュラムのセミナーを受講していただくことで、

これからの成長基盤を確かなものとしていただきます。

入社後
すぐ   できる・気づく・成果を生む。

活躍するための基礎をしっかりと構築！
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自部署の重点業務に
貢献できるように
なった

先輩からアドバイスや
励ましを貰って嬉しい 嬉しい

不安
不満

出典：タナベ経営「新入社員ジャーニーマップ」（2017年作成）

同期と比較して
しまう…

ミスが増え、
申し訳ない気持ち

自分に足りない点が多くあり、
時間の使い方に悩む

仕事には慣れてきたが、
同じ仕事が多く、自分の
今後をふと考えると不安
になりモヤモヤ

新入社員フォローアップセミナー

入社後半年頃は、ミスが増えたり同期との格差を感じたりとモチベーションが下がりやすく、
さらには基本業務や意欲が緩み始める時期でもあります。当セミナーでは、自身の伸びしろ
を再確認し、周囲への不満・劣等感を解消するとともに、モチベーションが高い方はその
自信を確信に変え、さらなる飛躍を目指します。

入社後
半年頃   能力を発揮・強化できるようサポートし、

成長加速と定着率向上を目指す！
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新入社員
教育実践セミナー

2020

03
Point

新入社員の
早期活躍を実現する
　つのポイント3

「知っていること」を「できること」に

自分で考えて、
主体的に動ける人材を育成

「成果の上がる働き方」を
経営者目線で指導

01
Point

02
Point

● 短期の集中型プログラムで
　 学生気分を徹底的に払拭

● 他社の新入社員との
 グループワークで
 同期の交流が生まれる

さらにこんなメリットも！

ベースを網羅的に偏りなく厳しく教
えてくれる研修だと感じました。また、
理不尽な厳しさではなく論理的であ
り、参加者を巻き込む研修スタイル
で『何をしたらいいんだろう？』と都度
考えさせ、自ら行動することを促して
いることに気づきました。研修の成
果を活かせるかどうかは、教育担当
者としての責任だなと感じました。

売上高150億円
メーカー 教育担当者

以前は、銀行系のマナー研修に参
加させていました。会社規模が大き
くなるにつれだんだん研修の内容に
物足りなさを感じ、この研修に変更
しました。研修内容にとても満足し
ているので、今後も継続派遣を考え
ています。

採用面接の時とは見違えるように
顔つきが変わってくるのが毎年楽し
みです。初めてタナベ経営の新入
社員研修に派遣した新卒メンバー
が今ではチームリーダーとして活躍
しており、やはり人材育成は長期的
なスパンで捉え、投資していくことが
重要だと痛感しております。

VOICE お客様の声

昨年初めて派遣
売上高４５億円
サービス業 社長

4年連続派遣
売上高60億円
建設業 社長

10年連続派遣
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※通いコース時間の目安は9:00～18:00です。※時間は休憩・食事を含みます。※スケジュールは会場、コースによって異なる場合がございます。予めご了承下さい。

社会人として知っておくべき
基礎知識や仕事を進める
ためのプロセスをしっかり
と学んでいただきます。
多くの企業現場で見てきた
経営者の求める社員像をコ
ンサルタントがお伝えいた
します。

身だしなみや電話応対、名
刺交換などのビジネスマ
ナーをロールプレイングで
しっかりと体得。
タナベ経営がこれまで多く
の企業経営者と対峙してき
た経験に基づく内容で、実
践に即したビジネスマナー
が身に付きます。

他業種の新入社員とともに
ワークすることでお互いを
高めあい、同時に組織や
チームで仕事をすることの
大切さと厳しさを経験して
いただきます。
学生と社会人の違いを認識
させ、社会人としてどう成長
していくのかを考えていた
だく内容となっています。

ロールプレイング基本講義 グループワーク

SCHEDULE 宿泊コース例

CONTENTS

DAY1 社会人としての基本
集合

オリエンテーション

ビジネスマナートレーニング

講義「伸びる新入社員はどこが違うか」

全体実習「コンセンサスゲーム」

グループワークⅠ オリエンテーション

グループワークⅠ

グループワークⅠ 続き
レポート作成

①自己紹介
②ディスカッション
　「新入社員としての私たちの
　役割は何か」

9:50～21:00
DAY2 職場における基本
オリエンテーション

ビジネスマナートレーニング

グループワークⅠ「全体発表と講評」

講義Ⅱ「コミュニケーション～聞く・話す～」

ビジネスマナートレーニング

グループワークⅡ
「ビジネスマナーロールプレイング」

グループワークⅢ
「新入社員の仕事の進め方」

レポート作成

8:00～20:30
DAY3 自己啓発（研修まとめ）
オリエンテーション

ビジネスマナートレーニング

ビジネスマナーコンクール

講義Ⅲ「コミュニケーション～書く～」

受講報告ロールプレイング
何でも質問会

先輩社員の体験発表

レポート作成
「研修のまとめ～明日への挑戦～」

終講

8:00～16:00
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コミュニケーション力や物の
見方・考え方などの
半年間の成長が確認できる

他社のメンバーが再集結し、
悩みやその解決策を
共有化して、視野を広げられる

さらに活躍するための
ノウハウが
身につけられる

現状をしっかりと理解しておらず、自

分自身に、ネガティブなレッテルを

貼っているかもしれないと感じまし

た。先輩方に相談しながら、成長し

ていければと思います。また、新しい

ことに興味を持って挑戦してみよう

と思いました。

23歳/建設業

半年経って再度学びましたが、忘れ

ている部分、おろそかになっている

部分があったので、今後気をつけて

いこうと思いました。

日頃から優先順位を考えて行動して

いるつもりでしたが、上司とのすり合

わせも怠らないようにしていきます。

22歳/自動車整備業

仕事を進める上で「何が重要なの

か」を学びました。自分には計画性

がないので少しずつでも身に付けて

いかなければならないと感じました。

このセミナーを受けて、自分に欠け

てる部分や課題に気付けて良かっ

たです。

23歳/サービス業

01
Point

02
Point

03
Point

新入社員
フォローアップセミナー

2020 成長加速と
定着率向上のための
　 つのポイント3

VOICE お客様の声
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※時間は休憩・昼食を含みます。 ※スケジュールは会場や運営の都合により変更になる場合がございます。

DAY2DAY1

オリエンテーション

講義 Ⅱ  「若手社員が成果を出すための着眼点」

グループワーク Ⅱ  「コミュニケーションロールプレイング」

グループワーク Ⅲ  「プライオリティーゲーム」

何でも質問会

体験発表 「活躍できる社員になるためのポイント」

ランクアップチャレンジシート作成

全体まとめ・解散

オリエンテーション

ビジネスマナートレーニング Ⅰ  「挨拶編」

講義 Ⅰ  「活躍できる若手社員の条件」

人財活躍診断の報告

グループワーク Ⅰ  発表と講評

ビジネスマナートレーニングⅡ  「名刺交換・電話応対編」

本日のまとめ・明日の案内

グループワーク Ⅰ 
「ケーススタディ～入社半年の現状分析と伸びるための対策立案～」

仕事の基本的な進め方から
生産性を高めるノウハウま
で、実例を交えてタナベ経営
のコンサルタントが講義。
実務で生かせることを学び
ます。

もう一度ビジネスマナーの
基本を振り返ることで、自
分自身の何ができていない
かを再確認。日々の業務を
足元から見直します。

伸びる新人の特徴を客観
的に知り、あるべき姿の認
識を行います。他社の若手
社員とディスカッションする
ことでよりたくさんの気づき
が得られます。

ビジネスマナー
トレーニング

基本講義 ケース
スタディ

複数の業務をどのように整
理し、処理していくのか。
優先度をつけ、段取りを組
むことの大切さを理解し、自
身の業務効率化へと生かし
ます。

プライオリティー
ゲーム

社内や顧客とのコミュニ
ケーションの方法について、
疑似体験として学び、他メン
バーからの意見も参考にし
ながら、新たな気づきと確か
な自信を得ます。

ロールプレイング
ゲーム

入社して半年間を
振り返り、自身が

成長できてい

た部分と、セミナー
を受講することで

見えた今後の

課題を明確化。

6カ月後の目標と

そこまでのアク

ションプランを

策定し、自身の

成長へと繋げます
。

ランクアップ
チャレンジシート

10:00～18:00 10:00～18:00

CURRICULIM

SCHEDULE
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個人情報のお取扱いについて
タナベ経営では個人情報の保護に努めております。詳細は弊社ホームページ上に記載の「プライバシー
ポリシー」をご覧ください。なお、ご記入いただいたお客様の個人情報は、上記のお申込みに関する確認・連絡、
および弊社発行のメールマガジンや商品・サービスのご案内などをお送りする際に利用させていただきます。

タナベ経営 2020年度 新入社員教育実践セミナー・新入社員フォローアップセミナー

参
加
概
要

■受講対象 ： 新入社員教育実践セミナー／新入社員およびそれに準ずる若手社員
新入社員フォローアップセミナー／入社後半年頃の新入社員

■早期割引 ： 下記までにお申込みで10%割引
新入社員教育実践セミナー／2019年12月31日まで　新入社員フォローアップセミナー／2020年6月30日まで

■申込期限 ： 各会場、開催日の1週間前までにお申込みください。
※事情により、お申込みをお受けできない場合がございます。予めご了承ください。

■受講取消 ： 1.申込期限日までの取消につきましては全額返金いたします。 
2.申込期限日の翌日からの取消につきましては下記の通り取消料を申し受けます。ご了承ください。
 ①申込期限日の翌日から開催日の前日…受講料の40％　②開催日当日…受講料の全額

■送金方法 ： お申込み後、請求書をお送りいたしますので、請求書に記載の入金期限までにご送金ください。
ご入金をもちまして、正式受付とさせていただきます。

申
込
方
法

タナベ  新入社員

WEBからのお申込み
メールからのお申込み

申込事項をご記入の上、
希望会場のお申込み先アドレスへ
メールを送信してください。

携帯電話、スマートフォンからも
お申込みできます。

詳細もこちらからご覧いただけます。

▲ ▲ ▲

タナベ経営の担当コンサルタントが、貴社に伺
い、受講生の研修内容や受講状況をご報告い
たします。本人の特徴（良い点と課題）に加え、成
果物と今後の指導ポイントを合わせて、人材成
長と会社貢献の視点から、育成アドバイスをいた
します。

コンサルタントが
会社を訪問し、直接ご報告

計画的な成長を支援する
FCC Academy Cloud

受講者全員に学習プラットフォーム「FCC Academy Cloud」のアカ
ウントを付与。新入社員・若手社員向け、中堅社員向けなどの階層別
やリーダーシップやマーケティングなどテーマ別の動画コンテンツを豊
富にラインナップ。セミナー受講後の自己啓発に活用いただけます。

学習動画コンテンツ+マネジメント情報音声「FCC LiBRARY」

ビジネス誌「FCC REVIEW」のデジタル版「FCC REVIEW.Digital」

● 大　　阪 〒532-0003　大阪市淀川区宮原3-3-41
TEL.（06）7177-4001　FAX.（06）7177-4021
E-mail:o-seminar@tanabekeiei.co.jp

● 東　　京 〒100-0005　千代田区丸の内1-8-2
鉃鋼ビルディング9F
TEL.（03）6758-0070　FAX.（03）6758-0074
E-mail:t-seminar@tanabekeiei.co.jp

● 中部本部 〒450-6424　名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング24F
TEL.（052）565-1451　FAX.（052）565-1494
E-mail:chubu@tanabekeiei.co.jp

● 九州本部 〒812-0012　福岡市博多区博多駅中央街8-1
JRJP博多ビル8F
TEL.（092）434-0400　FAX.（092）434-0404
E-mail:kyushu@tanabekeiei.co.jp

● 北海道支社 〒060-0005　札幌市中央区北5条西2-5
JRタワーオフィスプラザさっぽろ11F
TEL.（011）231-3211　FAX.（011）222-2597
E-mail:hokkaido@tanabekeiei.co.jp

● 東北支社 〒980-0811　仙台市青葉区一番町1-9-1
仙台トラストタワー15F
TEL.（022）262-1871　FAX.（022）267-3093
E-mail:tohoku@tanabekeiei.co.jp

● 新潟支社 〒950-0087　新潟市中央区東大通1-2-23
北陸ビル5F
TEL.（025）245-6511　FAX.（025）241-2338
E-mail:niigata@tanabekeiei.co.jp

● 北陸支社 〒920-0856　金沢市昭和町16-1 ヴィサージュ5F
TEL.（076）222-6546　FAX.（076）232-1949
E-mail:hokuriku@tanabekeiei.co.jp

● 中四国支社 〒730-0016　広島市中区幟町13-4
広島マツダビル10F
TEL.（082）223-1113　FAX.（082）223-1222
E-mail:chushikoku@tanabekeiei.co.jp

● 沖縄支社 〒900-0015　那覇市久茂地1-12-12
ニッセイ那覇センタービル10F
TEL.（098）867-9410　FAX.（098）867-9407
E-mail:okinawa@tanabekeiei.co.jp

〈 経営コンサルティング本部 〉

お
問
合
せ
・
お
申
込
み
先

※研修期間中の食事・教材費・
宿泊（宿泊コースのみ）代を含みます。

※交通費・宿泊費は含みません。受講料（税別） ／ 65,000円関　東 ／ 60,000円関東以外

受講料（税別） ／ 50,000円東　京 ／ 40,000円東京以外
※研修期間中の
教材費・昼食代を含みます。
※交通費・宿泊費は含みません。

〈 新入社員フォローアップセミナー 〉

〈 新入社員教育実践セミナー 〉
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