
特別会員 普通会員 非会員

※ご記入いただいた個人情報の利用目的、ご参加要領に関しては裏面をご覧ください。　※同業の方のご参加はご遠慮ください。
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開催日時

◦ 主　催

◦ 参加費

◦ 会　場

住　所
〒 TEL

□ 100名未満 □ 100～300名未満
□ 300～1,000名 □ 1,000名以上

年齢満 才

年齢満 才

従業員数

FAX
（フリガナ）

 （フリガナ）

 （フリガナ）

所属 役職 氏名

所属 役職 氏名

所属 役職 氏名

所属 役職 氏名

会社名

連絡事項

参加者

派 遣
責任者名
請 求 書
送 付 先

（2018. 4. 13）「新人・若手を自律型社員に変える『職場での教え方、育て方』」参加申込書No.30-2003

連絡先（関西支社）　TEL 06（6226）4621

郵便でのお申込みは 

FAX でのお申込みは 

〒541-0041 大阪市中央区北浜3-6-13
みずほ総合研究所 関西支社

 06（6202）1418

お申込みはホームページからどうぞ
セミナー最新情報もご覧いただけます

http://www.mizuhosemi.comみずほセミナー

みずほセミナーのご案内 大阪 　 　管理者

★１社２名以上ご参加の場合は１名につき2,160円の割引をいたします。
　（昼食代、テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。）

（うち消費税 2,560円）（うち消費税 2,240円）（うち消費税 2,080円）
34,560 円30,240 円28,080 円

（地下鉄堺筋線・京阪本線北浜駅直結、地下鉄御堂筋線淀屋橋駅地下道直結約500m　７分）
大阪市中央区北浜１－８－16　大阪証券取引所ビル３Ｆ

北浜フォーラム

新入社員・若手社員の成長は、職場での指導のあり方・育て方に大きく左右されます。職場の先輩、上司は指導者やヘルプ役でなく、
新入社員のそばで見守り、必要な時には手を貸すサポート役であることが大切です。とはいえ、何を、どのように教え、指導したら
よいのでしょうか？本セミナーでは、先輩・上司が新人・若手を自律的な人材に育てるうえで必要な心構えやあるべき役割行動を知
識として理解するだけでなく、最近の新入社員・若手社員の特性をふまえた実際の教え方のツボ、職場での人間関係の効果的な関わ
り方やＯＪＴでの人材育成のコツを、実習等を通じて体感していただきます。 （詳しくは裏面をご覧ください）

2018年4月13日（金） 10:00～17:00
 対象：職場における新人・若手育成担当者、メンター役の方、後輩・部下を持つすべての方

何を、どう教える？どう関わる？ 必要な心構えから実際の教え方のコツを、事例・実習を通じて学びます

新人・若手を自律型社員に変える
 『職場での教え方、育て方』

今年の新人を育成しなければならない先輩・上司に最適です

◦ 講　師

［主　著］
「部下育成にもっと自信がつく本」「採用面接で「採ってはいけない人」の
見きわめ方」（以上同文館出版）「超解ＯＪＴで面白いほど自分で考えて
動く部下が育つ本」（あさ出版）「部下の実力を高める実践ＯＪＴ」（ＤＶ
Ｄ／ＰＨＰ研究所）ほか

㈱オフィスあん 代表取締役
社会保険労務士
人事コンサルタント

松下 直子氏
神戸大学卒業後、江崎グリコ（株）に入社。新規開拓の営業職、報道担当
の広報職、人事労務職を歴任。人事部門では、採用、人材育成、人事制
度設計、労務管理と幅広く人事業務に携わる。現在は、社会保険労務士、
人事コンサルタントとして顧問先の指導にあたる一方、民間企業や自治
体からの研修依頼に応え全国を飛び回る。「人事屋」であることを生涯の
ライフワークと決意、人事部門の交流の場「庵（いおり）」の定期開催や
新人社労士の独立支援活動など、幅広く人材育成に携わっている。

東京では４月18日（水）に
同内容のセミナーを開催し
ます。

（Web用)



講義内容

セミナーのご案内はホームページでもご覧いただけます。　http://www.mizuhosemi.com

※プログラムの無断転用はお断りいたします。

ご 参 加 要 領
① �ホームページから簡単にお申込みができますので、是非ご利用ください。折り返し、電子メールにて参加証と請求書を
お送りします。

　 �書面にてお申込みの場合は表面申込書にご記入の上、当研究所あて郵便またはファクシミリでご送付ください。
 　折り返し、郵送にて参加証と請求書をお送りします。
② �ご参加費につきましては請求書記載の金額に基づき、セミナーの３営業日前までに下記の口座にお振込みください。
　 なお領収書の発行は省略させていただいております。
 　　　みずほ銀行　東京営業部　普通預金　No.２０３５８０２　ミズホソウゴウケンキユウシヨ（カ
③ 満員等によりお席をご用意できない場合は電話でご連絡申し上げます。
④ �お取消の場合は開催日の前営業日17時までにお電話にてご連絡ください。参加費は全額ご返金いたします。なお、開催
３営業日前までに参加費のお振込みがなかった場合でも、自動的にお取消とはなりません。前営業日17時までにご連絡
が無かった場合はお席をご用意している関係上、参加費全額をご負担いただきますのでご留意ください。

⑤ 反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへの出席をお断りいたします。
⑥ セミナー内容の録音・パソコン類のご使用はご遠慮願います。
⑦ 駐車場はございませんので、車でのお越しはご遠慮ください。
⑧ �車椅子のご利用等、お体が不自由でお席についてご相談のあるお客さまは、事前にご連絡をお願いいたします。
⑨ 諸般の事情により開催を中止させていただく場合がございます。

内容等に関するお問い合わせ先　TEL ® 0120（737）132

個人情報の利用目的
① 商品やサービス等のお申込の受付のため。
② 商品やサービス等のお取引における管理のため。
③ �商品やサービス等のご提供に必要なご案内・ご連絡・ご請求
等を行うため。

④� �ダイレクトメールの発送等、当社や提携会社等の商品やサー
ビス等に関する各種ご提案・ご案内のため。

⑤ その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。

・事前にご質問がございましたら、下欄にご記入ください。当日講師よりお答えいたします。
・セミナー終了後のご質問・ご相談には、後日ご回答いたします。

1 まず何から取り組んだらいいのか？
（１）新人・若手が知りたいこと、やりたいこと、不安なこと
（２）新人・若手育成のゴールはどこにあるのか
（３）“育つ新人・若手”と“育ちにくい新人・若手”の違い
（４）新人・若手育成の“うまい人”と“そうでない人”の違い

2 最初の１か月にやるべきこと ― 始めが肝心！基盤を築く
（１）新人・若手の能力と個性を見極める	 	 （２）新人・若手の計画を立てる
（３）ビジネスマナーや仕事を適切に教える	 	 （４）組織や社会のルールを教える
（５）新人・若手と約束をする

3 ３か月目までのアプローチ ― 効果が高い新人・若手との関わり方とは
（１）質より量？	量より質？新人・若手との接触度　【演習】	 （２）新人・若手との効果的コミュニケーション方法　【演習】
（３）自分の思考と行動をコントロールするコツ　【演習】	 （４）ティーチングとコーチングを使い分ける

4 ６か月目までに伝えておきたいこと ― 自律的な新人・若手育成を目指して
（１）自分で考え、行動する新人・若手に育てる　【演習】	 （２）創造的に仕事をさせる　【演習】
（３）報・連・相上手な新人・若手にする　【教育ゲーム】	 （４）主体的、積極的に行動させるコツ

5 育成の王道では育ちにくい新人・若手のパターンとその対処 ― 知っておきたいその内側
（１）【事例１】アドバイスに反論する自己主張型新人・若手	 （２）【事例２】言われたことしかできない受身型新人・若手
（３）【事例３】熱心だが結果を出せない空回り型新人・若手

6 終わりよければすべてよし、新人・若手育成の総仕上げ
（１）あなたの取り組みを、職場、会社の取り組みに転化させる
（２）新人・若手の育成経験から得るものとは

◆本セミナーと併せて、部下・後輩の方におすすめです◆
　	ＯＪＴを受ける側である新入社員・若手社員の方ご自身のスキルアップには、「今こ
そレベルアップ！『自律的』な仕事に必須の４つの力」を開催いたします。
　講師：株式会社オフィスあん　アソシエイト講師　佐々木　朋子　氏
　開催日程（予定につき、都合により変更する場合もございます）
　　【東京】2018年３月７日（水）、2018年６月、2018年９月、2018年12月
　　【大阪】2018年９月
　	上司と部下の方とで双方のセミナーをそれぞれご受講いただくと、内容が共有できて
より効果的です。
　※詳細は当該セミナーのパンフレット、およびホームページをご覧ください。

特別会員 普通会員 非会員

※ご記入いただいた個人情報の利用目的、ご参加要領に関しては裏面をご覧ください。　※同業の方のご参加はご遠慮ください。
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開催日時

◦ 主　催

◦ 参加費

◦ 会　場

住　所
〒 TEL

□ 100名未満 □ 100～300名未満
□ 300～1,000名 □ 1,000名以上

年齢満 才

年齢満 才

従業員数

FAX
（フリガナ）

 （フリガナ）

 （フリガナ）

所属 役職 氏名

所属 役職 氏名

所属 役職 氏名

所属 役職 氏名

会社名

連絡事項

参加者

派 遣
責任者名
請 求 書
送 付 先

（2018. 3. 7）「今こそレベルアップ！『自律的』な仕事に必須の４つの力」参加申込書No.29-1452

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1
みずほ総合研究所 人材育成事業部（セミナー担当）

®0120（737）219

郵便でのお申込みは 

FAX でのお申込みは 

お申込みはホームページからどうぞ
セミナー最新情報もご覧いただけます

http://www.mizuhosemi.comみずほセミナー

TEL     ®0120（737）132

みずほセミナーのご案内　 　ビジネススキル

★１社２名以上ご参加の場合は１名につき2,160円の割引をいたします。
　（昼食代、テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。）

（うち消費税 2,560円）（うち消費税 2,240円）（うち消費税 2,080円）
34,560円30,240円28,080円

（ＪＲ・地下鉄銀座線新橋駅下車５分、都営三田線内幸町駅上）
東京都千代田区内幸町１－２－１　日土地内幸町ビル３Ｆ

当社セミナールーム

めまぐるしく変化する経営環境下、社員の一人ひとりに“自ら考え、行動する”自律的な仕事のしかたが求められています。本セミ
ナーでは、自律的な仕事の実現に不可欠の「対人力」「対課題力」「対組織力」「対自己力」の４つの力を軸に、演習・グループワーク
をまじえ、現状よりワンランク上の仕事ができるよう導きます。また、自律的な仕事を行うために必要な要素を理解し、気づきや具
体的な行動に結びつけ、自己成長へとつなげられるようご指導いたします。レベルアップを目指したい若手・中堅社員の方におすす
めのセミナーです。 （詳しくは裏面をご覧ください）

2018年3月7日（水） 10:00～17:00
 対象：若手～中堅社員

「対人力」「対課題力」「対組織力」「対自己力」の４つの力を軸に、具体的行動と自己成長へとつなげます

今こそレベルアップ！『自律的』な仕事に必須の４つの力
自ら学び、自ら考え、自ら変わる参加型の研修です

◦ 講　師
オフィスあんグループ　㈱ポラソフィ　講師
プラスベヤ　代表

佐々木 朋子氏
大学卒業後、飛島建設株式会社での営業事務職、秘書
業務を経て、プルデンシャル生命保険株式会社に入
社。営業社員のコンプライアンス教育担当後、人事部
門にて採用、トレーニング、目標管理に従事し、幅広
く人材育成に携わる。現在は、ビジネスマナー、コミ
ュニケーション、キャリア形成を中心に、民間企業や
大学法人、就労支援事業などで研修を実施。組織内の
コミュニケーションを円滑にし、最大限の成果をあげ
ていくためのサポートを行っている。スキルや知識の
習得だけに留まらず、明日から現場で使えるきっかけ
を掴んでもらえる研修を展開している。


