
■2022年
　開催日程

先輩・上司と一緒に学ぶ
新入社員セミナー ３ 日間コース

６か月フォローコース

６か月フォローコース３ 日間コース

他社の新入社員からも刺激が！
様々な業種の方との交流で、多面的な思考が身に付きます。

新入社員セミナー

今、求められる、若手社員の戦力化
「変革の時」今何を教えるべきか、社内での育成方法を学びます。

受け入れセミナー

ここが
違う！ 先輩・上司の皆様も一緒に学ぶことができます！

新入社員を受け入れる　先輩・上司を対象　に、受け入れセミナーを行います。
会社が整えるべき体制や新入社員育成時のポイントを学び、入社後のスムーズな
人材育成にご活用いただけます。

3日間コースまたは6か月フォローコースをお選びいただけます。

※感染拡大状況によっては、ご受講生の安全を第一に考えオンラインに変更させていただく場合もございます。
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大 阪
東 京
福 岡

名 古 屋
札 幌
広 島

4月4日（月） 7月22日（金）4月5日（火）・6日（水）

4月4日（月） 4月5日（火）・6日（水）

5月～8月 9月15日（木）・16日（金）

4月4日（月） 7月15日（金）4月5日（火）・6日（水） 5月～8月 9月21日（水）・22日（木）

4月4日（月） 7月28日（木）4月5日（火）・6日（水） 5月～8月 9月 8日（木）・ 9日（金）

4月4日（月） 7月15日（金）4月5日（火）・6日（水） 5月～8月 9月29日（木）・30日（金）

4月4日（月） 7月15日（金）4月5日（火）・6日（水） 5月～8月 10月 6日（木）・ 7日（金）

※広島は3日間コースのみ

◆受講資格：18歳以上の新入社員（社会人３年以内の方も対象となります）

◆受 講 料：
　　　（税込）

◆ご 案 内：
※個別にお送りする内容のため、共通（代表）のアドレスでは登録できません。
　あらかじめご了承ください。

当日のご案内や資料はメールでお送りします。

（例：「info@」「postmaster＠」「ceo＠」など）

3日間コース

6か月
フォローコース

法人会員 一　　般

41,800円 46,750円

94,050円

84,700円/名

104,500円

 
1名

複数参加

1名

※ コンサルティング業関連・セミナー教育業関連等、同業の方の参加はご遠慮ください。
※ セミナー中の撮影・録音は、お断りさせていただきます。
※ 駐車場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。
※ 暴力団関係者（準構成員等も含む）・暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力に
　 属する方の参加はご遠慮ください。
※ 申込数が一定数に達しない場合や自然災害・感染状況により、 開催方法を変更したり、
　 延期・中止を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

参 加 要 領 会場・お問い合わせ先

MAP福岡研修センター

TEL（092）475－1466
FAX（092）482－8392

〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2-8-27 
　　　　　　  博多駅東パネスビル5F

■ シリコンバレーオフィス

MAP東京研修センター
TEL（03）5632－3030
FAX（03）5632－3051

〒136-0076　東京都江東区南砂2-2-7

MAP札幌研修センター

TEL（011）729－2141
FAX（011）729－2145

〒001-0010  札幌市北区北十条西3-13
　　　　　　ＮＫエルムビル2F

大阪研修センター

TEL（06）6388－7741    
FAX（06）6388－7739

〒564-8555　大阪府吹田市豊津町12-5
MAP

MAP広島営業所

TEL（082）502-6281
FAX（082）502-6282

〒730-0013　広島市中区八丁堀10-14 
                            八丁堀マエダビル５F

MAP名古屋研修センター
TEL（052）483－0471
FAX（052）483－0500   

〒453-0018  名古屋市中村区佐古前町17-25

https://www.nisouken.co.jp/

お申し込み方法

NISSOKEN 新入社員 検索

「個人情報のお取り扱いについて」～下記の内容に同意の上、お申し込みください～
○本セミナーにお申し込みの際に、お客様よりいただきました個人情報は、NISSOKEN グループ（（株）日本創造教育研究所・（株）コスモ教育出版・（株）COD コンサルタント・（株）企業研修・
　Webinar Japan（株））のサービス内容のご案内に利用させていただくことがあります。
○お客様からいただきました個人情報に関して、修正、利用停止、削除などの必要が生じた場合、ご本人様から直接ご連絡いただくことにより、適宜、ご要望に沿った対応をさせていただきます。
○NISSOKEN グループは、ご案内の発送業務において契約している委託業者に、当グループが保有する個人情報を開示することがあります。これらの契約業者とは機密保持契約を締結
　しており、当該業務以外の目的で情報を使用することを禁じています。

ホームページ
セミナー情報、
お申し込みはコチラ

QRコードまたはNISSOKENホームページからお申し込みください

メールアドレス
ご入力の際

個人のメールアドレスをご入力ください。

（例：「info@」「postmaster@」「ceo@」など）　ご注意ください

オンライン受講の際のお願い

個室で
お一人で

カメラと
イヤホン

周りの方の
聴講禁止

録画・録音
の禁止

仮想背景を
使用しない

会場受講の際のお願い

手消毒

検温抗原検査

マスクの
着用

ワクチン接種
または

PCR陰性

◆受講スタイル：会場受講 または オンライン受講

※フレックスコースをご使用いただけます。
※3日間コースはオーナー会員SA特典を振り替えてご受講いただけます。
 　（1枠につき1名） 
※教材費を含みます。 
※お申し込み受付後、お支払いが必要な場合、請求書をお送りいたします。
※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。
※受講者ご本人様の都合により受講を中断された場合、受講料の返金は
　いたしかねます。

※セミナースタート後、受講スタイルの変更はできません。
※ 3密を避けるため各会場に定員を設定しております。
　会場ご希望の方はお早めにお申し込みください。

代表アドレスや役職アドレスは登録できません。

2022年版

受け入れセミナー

ぜひご参加ください
（新入社員と同じ人数まで可）

ご参加いただけません
（新入社員のみの参加）− ぜひご参加ください

（新入社員と同じ人数まで可）
上司・人事担当者

の参加

書籍・音声教材で学ぶ 集合セミナー新入社員セミナー 人間関係セミナー受け入れセミナー

ぜひご参加ください
（新入社員と同じ人数まで可）

ご参加いただけません
（新入社員のみの参加）− ぜひご参加ください

（新入社員と同じ人数まで可）
上司・人事担当者

の参加

書籍・音声教材で学ぶ 集合セミナー新入社員セミナー 人間関係セミナー



社会人としての心構え
仕事への考え方を学ぶ

先輩・上司のあるべき姿
整えるべき体制を学ぶ

どのような気づきや変化がありましたか？

龍竹 一生 様
株式会社
ライフタイムサポート　
代表取締役
埼玉県　
リフォーム業

お客様の声　株式会社ライフタイムサポート様にお聞きしました！
上司

就職するまでは、仕事は辛いものと
いう印象がありました。それが普段の
仕事や、セミナーを受講して、前向き
な気持ちで仕事に向き合えるように
なり、他人のことを考えられるように
なったと思います。
エゴグラムなどを通して、改めて自分
の長所や短所が分かりましたので、
これからの生活、仕事の中で少しずつ
改善していきたいです。

新井 飛翔 様

仕事とはどういうもので、なぜやるのか
を確認できました。自分の考えを伝える
ことが大事だとわかったので、会社の
一員として「関係ない」で終わらせず、
しっかり考えを伝えるようになりました。
エゴグラムでは自分の性格を改めて確
認でき、合っていてすごいと思いました。
その中での自分の悪い所を直し、もっと
会社でもプライベートでも活かしたい
と思います。

市川 拓都 様

セミナーを受講して、何よりも、自分を
知るということが大切だと知りました。
仕事をする上での考え方や、自己成長
をするための方法などを学ぶことがで
きました。考え方が前向きになり、どんな
短所を直し長所を伸ばせば成長できる
のか、自分で考えることができるように
なってきたと思います。
今後もただ淡々と仕事をするのでは
なく、自己成長をしていきます。

新入社員

金澤 遥果 様

新入社員の学び 先輩・上司の学び

セミナー効果 セミナー効果

●仕事への意欲が高まる
●仕事に対する考え方や仕事の目的が学べる
●自分の将来像が明確になる
●自分の強みと弱みが明確になる
●職場への感謝の気持ちが高まる

●新入社員育成への責任感が高まる
●先輩・上司のあるべき姿が学べる
●自社の受け入れ体制の課題が明確になる
●自社が求める人材像が明確になる
●新入社員育成の効果的なポイントが学べる

新入社員と先輩・上司の
双方が学ぶことで、
会社に次のような効果が表れます
● 社員の定着率が高まる

● 向上心や成長意欲が高まる

● 人間関係が良くなる

● 会社の考え方が浸透する

● 社風が良くなる

ココがちがう！！

６か月フォローコース
３日間コースに加え、セミナーと教材学習によって学びます
●７月と９月は、セミナーにご参加いただきます。
●５月から８月までは、職場で教材などを使って学びます。3日間コース ●受け入れセミナー（1日）は受け入れ側の先輩・上司が学びます。

●新入社員セミナー（2日間）は新入社員が学び、先輩・上司がそのサポートを行います。

受け入れセミナー（1日） 新入社員セミナー（2日間）

受け入れ体制の重要性について
新入社員の世代的特徴と求められる育成方法

講義とグループ討議

我が社の新入社員育成計画
事例発表と質疑応答

受け入れ側の「これだけは注意しよう」
グループ討議

「会社はこんな人材を必要とする」
グループ討議と発表

一人前の社会人とは講義

リーダーの6つの条件講義

仕事観について講義

自分を知る
…自分はどんな人間か

実習

どのような自分になりたいか実習

会社はどのような人材を求めているか
グループ討議と発表

1日目

「私の目録」発表とアドバイス実習

職場での将来像（私の目指す自分像）実習

セミナーのまとめと講師・
アシスタントからの言葉

仲間に贈る励ましのメッセージ実習

困難を乗り越えるための考え方講義

心の教育ビデオビデオ学習

2日目

セミナー（1日） 人間関係セミナー（2日間）

今抱えている自分の問題点と成長課題
グループ発表

3か月の振り返り講義

組織シミュレーション実習

「私の目指す自分像」の見直し実習

自己のパーソナリティ分析講義

ストロークとは講義

実習

人間関係がなぜ大切か

自分のコミュニケーション
スタイルの課題

今後の目標設定と
上司との面談

講義と実習

1日目

組織に必要な3つの要素講義

心理的ポジション
ストローク分析

講義

実習

2日目

コースをお選びいただけます

新
入
社
員
の
仕
事
へ
の
意
欲

高

低

新入社員の意欲と先輩・上司の責任感が
新入社員を成長させる！

新入社員が指示待ちの
傾向になりやすい

新入社員の能力が
発揮されやすい

新入社員を放任する
傾向になりやすい

お互いに無関心に
なりやすい

先輩・上司の育成への責任感

強弱

教材学習

5月から8月までの4か月は、教材学習で学びます。
教材には、月刊『理念と経営』や課題図書、レポート記入、そして仕事に関する心構えや社会人にとって重要な事柄を収録した講師メッセージがあります。
セミナーだけでなく、日々の生活の中で、「報告・連絡・相談・確認」「課題提出による期限厳守」など、多くの学びを得ることができます。　　　         

毎月教材が届きます（写真は一例です） 専用サイトから
スマートフォン
PC、タブレット等で
聴きます

0:00/2:56

読む・書く 聴く
下記4冊に変更が可能です。

お申し込み時にお知らせください。

教材の『理念と経営』をすでにご購読の方

代替書籍

教材学習をする期間

セミナーの流れ 9月8月7月6月5月4月

受け入れセミナーでは、どのような学びがありましたか？
新卒生たちがどういう気持ちでいるのか知ることができ、
上司としてどのように手を差し伸べればよいかがわかりま
した。上司や先輩の関わり方で、彼ら、彼女らのこれからの
社会人生活が大きく変わるということを改めて認識をさせ
ていただくことができました。
新入社員の皆様にどのような変化がありましたか？
ディスカッションやエゴグラムの実習でコミュニケーション

会社にどんな変化がありましたか？
新卒生がセミナーで学んだ考えを発信してくれると、自分を
含めた先輩や上司の身が引き締まり、朝礼などで若いスタッ
フが明るく健全な発信をしてくれると社風が明るくなります。

を深め、お互いのパーソナリティを知り、同期としての関係性
を深めていました。各々が持っていた仕事に対するネガティブ
なイメージも払拭され、初業務から前向きな気持ちで楽しく
取り組めたと聞いています。


