
2018年度企画 ルーキーシップ研修 研修概要

2017年度開催 ルーキーシップ研修より
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選ばれている理由①

“ゆとり教育世代”の特徴をとらえた研修

選ばれている理由②

参加者全員に個別コーチング

選ばれている理由③

人材育成レポート＆講師とのフィードバック会

これまで書籍9冊、映像教材
5タイトルを世に送り出した著者だから
わかる、
“ゆとり教育世代”社員に必要な研修
内容とアプローチ方法になっているの
です。

どこに気を付けて行動すればよいのか
を一人一人にコーチング。研修後各自
が課題を持ち帰ることができます。
研修は入り口であり、研修後の行動が
最も大切なのです。

受講者に一人一人に対して、どうアプ
ローチすればよいかを報告いたします。
配属の相談や上司との相性などのアド
バイスなど。育成計画のフィードバッ
クがなにより効果的なのです。

弊社の研修が選ばれている理由

書籍を基にした講演会

年代を問わず、研修内容をどう生かせば
よいかを受講者全員に個別にアドバイス

人事チームのみならず、受講者の上司も参加
する育成・配属についてのフィードバック会
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“ゆとり教育世代”の特徴をとらえた研修

義務教育を絶対評価で育ち、少子化の中で大学進学、就職活動を経験してきた新入社員に有効的な
アプローチ方法と、教えるべきポイントを盛り込んだ研修内容となっております。

書籍を基にした講演会
（2017春 全国経営者大会）

これまでに書籍９冊、映像教材（DVD）５タイトル出版させていただいております。

働く哲学
（同友館）
2011年2月出版

「ゆとり世代」を理解する本
（じんざい社出版）
2013年8月出版

｢ゆとり世代｣が職場に来たら読む本
(日経BP社)
2013年9月出版

社会人の常識・非常識
(PHP研究所)

2016年2月発刊(DVD教材)

年間約3000名の新入社員に研修を行う
（2017年7月 新入社員フォローアップ研修）

＜選ばれている理由①＞
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＜特徴に合わせて伝えないといけないポイントが3つあります＞



社会人モラル・知識・スキルの3つが入っている

（時代による環境の変化とその影響）

②上司、先輩が
教えたいと思う姿勢

＝知識

①結果を出すための
考え方、行動の仕方
＝社会人モラル

③上司・先輩が
評価するポイント

＝スキル

プロセスを
評価される

上下関係
皆無

評価を
する側
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社会人としてのモラル、教えられ上手になる知識、上司が評価するスキルの３つの必須ポイントを
研修でお伝えします



参加者全員に個別コーチング

様々な適性テストの源流である“交流分析（エゴグラム）”と、研修内で行うグループワークやロー
ルプレイングの様子をベースに個別コーチングを実施。研修受講後どこに気を付けて行動すればよ
いのかを一人一人にコーチングします。研修は入口であり、研修後の行動が最も大切なのです。

研修時に行うグループワークやロールプレイング実
施の様子も踏まえ、個別にコーチングを行います。
（2017年4月 ルーキーシップ研修）

研修実施後に講師から本人へ手書きの個別に
コーチング。このシートが現場に戻ってからの
処方箋となります。

＜選ばれている理由②＞
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＜交流分析（エゴグラム）×研修内容 ＝ 一人一人に合わせた活かし方をコーチング＞

研修内容をどう生かせば
よいかを受講者全員に個別にコーチングします。
（2017年4月 ルーキーシップ研修）

研修時に実施する交流分析（エゴグラム）を
データ化し、後日お渡しいたします。



本 人

上 司

同僚・後輩

取引先など
外部

回答者が周りからどのように見られているのかを分析するテストです。その
結果から回答者本人の課題や弱点はもちろん、一緒に仕事をする仲間との
相性なども分析することができるツールとなっています。

交流分析（エゴグラム）とは、様々な適性テストなどの大元となっているものです。身近なところでいいますと、免許取得時の最初に行うテスト
(どのような事故を起こしやすいかなどがわかるもの)や心療内科での診察などでも使われています。
この交流分析が発案されましたのは、1950年代に当時のアメリカで犯罪者が刑務所から出て、また犯罪を犯して刑務所に戻ってくる確率が9
割を超えていたことから、当時の大統領がエリックバーンという学者に犯罪者の傾向を調べさせたことが始まりと言われています。
つまり、犯罪を犯す人には何らかの傾向があるのではないかということから考えられたものであり、傾向が分かれば対策が取れるというところ
から始まったのです。
つまり、交流分析では性格は変えることが出来るといわれています。
交流分析は、自分の性格を自分がどう思っているのかではなく、自分は周りからどのような性格に見えているのかということが分かるものです。
つまり、自分では明るい人だと思っていても、周りが暗い人だと言えば、その人は暗い人なのです。
また、よく長所と短所ということを言いますが、交流分析では、数値が近い者同士では、お互いの特徴を長所と捉え、数値が離れている者同士
だと、短所と捉えます。つまり、長所と短所というのは実は表裏一体であり、見る人によって長所にもなり、短所にもなってしまうということです。

個別コーチングに使用する交流分析（エゴグラム）とは？
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人材育成レポート＆講師とのフィードバック会

受講者に一人一人に対して、どうアプローチし人材育成計画を作成すればよいかを報告いたします。
さらにはここ近年、新人の配属先の相談を受けるケースや上司との相性を見てほしいなど、講師と
のフィードバック会のご要望は多岐に亘っております。

研修レポートを個別に作成し提出いたします。

受講者個人へのコーチングのみならず、
配属先の上司との相性も見ることもできます。

人事チームのみならず、受講者の上司やOJTﾄﾚｰﾅｰも参加
したフィードバック会では、配属先についてアドバイス
を行いました。（2017年4月 新入社員研修報告会）

勉強会形式で行われた講師とのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ会。新入社員
が入社に至るまでに育ってきた環境をﾚｸﾁｬｰ。採用育成
チームが参加。（17年4月 ﾙｰｷｰｼｯﾌﾟ研修報告会）

＜選ばれている理由③＞
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＜受講者本人の育成計画を人事担当者はもちろんのこと、配属先の上司へも共有いたします＞
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ﾙｰｷｰｼｯﾌﾟ研修

・社会人モラル
・知識
・スキル
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フォローアップ
研修

（集合型）

企業期待値別
実践ワーク
研修

本人への
性格分析
定点観測
個別面談

講師とのフィードバック会での決定事項一例（2017年参加 A社 新入社員7名参加）

事前お打合せ

・業務内容共有
・プログラムに
ついての要望
・会社から
新入社員への
期待値

2016年

コールセンターでの反響営業を主とするA社様。
人事担当者並びにＯＪＴ担当者参加のフィードバック会の結果、
“問い合わせ先とサプライヤーへの報連相強化”を
社内で継続してトレーニングをさせることに。

弊社から社内勉強会の企画プランの提案し、合わせて社内で
実施できる研修コンテンツを提供。

2017年



ベース（社会人モラル）があるから知識、スキルが活きてきます

①社会人モラル
・自責サイクル
・社会人になると起こる３つの筋肉痛
（競争、人間関係、結果評価）

・新入社員に対して会社が期待値していること

②知識
・会社（社会）の仕組み、ルール、コンプライアンス
・ビジネスマナー
・接遇、ビジネス文章

③スキル
・コミュニケーションスキル：報連相
・業務遂行スキル：ロジカルシンキング、TODO
・説明スキル：プレゼンテーション

新
入
社
員
に
必
要
な
研
修

弊
社
の

集
合
型
修
の

特
徴

新入社員に必要な知識やスキルは研修で伝えなければいけません。ただし、いくら知識やスキルを教
えても使い方や使いどころを間違えると上司は“生意気”に感じてしまいます。本人もせっかく研修で学
んだことを現場で実践しても、“先輩・上司”が実践していなければすぐにたるんでしまいます。
だからこそ、現代の新入社員に合わせた土台となる社会人モラル教育を行わなければならないのです。
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研修で学んだことを、どう職場で活かすかを伝えている

①社会人モラル ②知識 ③スキル

個別コーチング（交流分析×研修内容）

＋

社会人モラル、知識、スキルを研修を通じて伝える。しかし研修後、実践しなければ意味がありませ
ん。“個別指導”になれた現代の新入社員には、個別にアプローチし活かし方を伝えてあげることで初
めて実践に移すのです。
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自立・自責 形以外のマナー ベター報連相
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ルーキーシップ研修 プログラム

1日目
学生から社会人へ

2日目
教えられ上手を目指せ！

3日目
評価は掛け算。
上司が求めるスキルとは？

１．本研修で伝えたいこと
１）意欲→行動→結果
２）研修の受け方
３）経済情勢の変化

２．自立・自責の考え方
１）成長できる人材とは？
２）クサって損をするのは自分
３）本物の会社・本物の人材が生き残る

３．会社はお金儲けの
筋肉トレーニング事務所

１）会社はたくさんの負荷を与える
２）辛い、しんどいと思うのは

筋肉痛が出ている証拠
３）筋肉痛を克服することが成長となる
４）新入社員が必ず陥る３つの筋肉痛

４．性格分析テスト・価値観テスト
（ワーク）

１）周りからどのように見られているか？
２）長所と短所を知る
３）タイプ別の行動の特徴
４）５つのやる気のスイッチ

１．会社組織を理解する
１）会社の仕組みとは？
２）会社組織における役職とは？
３）組織での働き方とは？

２．なぜ、ビジネスマナーが
必要なのか？

１）誰のためのビジネスマナー？
２）やらされているマナーは続かない
３）マナーは教えられ上手になる第一歩！

３．上司・先輩に好印象を与える
挨拶・服装・通勤マナー

１）上司・先輩が期待している挨拶って何？
２）オシャレと身だしなみの違い
３）新入社員は何時に出社するのが正解！？

４．社会人としてのビジネス文書
１）最も使われるビジネスメールの書き方
２）ビジネス文書の基本

５．社会人が知っておかないと
いけないコンプライアンスとは？

１）そもそもコンプライアンスって何？
２）無意識にやってしまうコンプライアンス違反
３）コンプライアンスを遵守しないと

こんな危険が潜んでいる

１．ミス・エラーを防ぐ指示の受け方
１）指示を受けるときのメモが重要
２）指示を受けるときの姿勢
３）指示を受けたら絶対の復唱

２．人間関係をよくする雑談力
１）なぜ、雑談が必要なのか？
２）雑談はどんな時にしたらいいのか？
３）雑談では何の話をしたらいいのか？

３．新人が最も苦手な報連相を克服
１）報連相には３つのパターンがある
２）上手くいかないときの報連相が辛い！
３）上司・先輩は上手くいかないことは

分かっている

４．仕事を円滑に進めるToDoリスト
１）仕事ができない最大の要因は準備不足
２）ToDoリストを作ることで

仕事のイメージができる
３）ToDoリストとWeeklyリストがあれば

仕事の漏れがなくなる

５．言葉を伝えるプレゼン力
１）プレゼンは練習で上手くなる
２）説明するときは伝わりやすい方法がある
３）プレゼンは様々な業務に応用できる

上記プログラムについてはお客様へのヒアリング結果によって変更することがございます。ご了承のほど、よろしくお願い致します。 11



他の新入社員集合研修の比較

知名
度

研修の特徴 講師/コンテンツ 参加者情報
（企業名・受講者）

研修後の
フォロー

金額

じんざい社 △

・新入社員、若手社員の
特徴をとらえた研修

・研修受講後の行動にフォーカス

弊社代表、元役員
専任講師

フルカスタマイズ
弊社開発

企業名/受講者
事前情報あり

・受講者へ
個別コーチング
・人事部へ
レポーティング

27,500円/

1日間

シンクタンク系 ◎
・市況感に基づき、企業に必要な
育成コンテンツをプランニング

外部講師と
内部講師の混合

パッケージを
外部業者と開発

企業名のみ

当日に情報開
示

特になし
23,000～
31,000円
/1日間

媒体系 △
・採用マーケットを把握し、
トレンドに合わせた
育成コンテンツをプランニング

外部の
研修会社へ委託

トレンドを
外部業者から調達
（ゲーミフィケーション等）

企業名/受講者
当日に情報開

示
特になし

15,000円～
40,000円
/1日間

商工会議所系 〇
・地域商売繁栄に必要な
育成コンテンツをプランニング

外部講師へ依頼

外部講師が開発

企業名のみ
当日に情報開

示
特になし

16,200円～
32,400円
/1日間

12弊社は、受講者一人一人に合わせて教育する体制で集合研修を実施しております。



主な実績（個別企業研修 実績）
■２０１７年 研修実績（１７年１０月 時点）

２０１7年度、すでに４０社様より２５０日以上の研修、１６団体様より５３タイトルのセミナー、講演のご依頼をいただいております

研修内容業界

アパレル

アミューズメント

総合リサイクル業

ウェディング

産業機器メーカー

人材サービス会社

電気通信事業者

内定者研修（１日×2チーム）
新入社員研修（2日×2チーム）
2年目 販売職フォローアップ（1日）
2年目 総合職フォローアップ（1日）
年間 計8日+α

新入社員研修（2日）
フォローアップ研修（1日）
フォローアップ研修（1日）
年間 計４日間

新入社員研修（4日）
新入社員フォローアップ（2チーム）
2年目 フォローアップ研修（2チーム）
3年目 フォローアップ研修（2チーム）
OJT担当者研修（2チーム）
管理職研修
年間 計36日+α

新入社員研修（1日、3日）
OJT担当者研修（1日×3チーム）
フォローアップ研修（2日）
年間 計９日

新入社員研修（5日）
エルダー（OJT担当者）研修（2日）
3年目 フォローアップ研修（2日）
2年目 フォローアップ研修（2日）
新入社員 フォローアップ研修（2日）
年間 計１３日+α

管理職研修（2日間）
新入社員フォローアップ研修（2日）
新入社員フォローアップ研修（3日）
年間 計7日

新入社員研修（1日）
新入社員フォローアップ研修（1日）
2年目社員フォローアップ研修（2日）
3年目社員フォローアップ研修（1日）
年間 計2日+α

従業員 時期

693名

1,493名

450名

729名

622名

561名

270名

売上

149億

250億

457億

146億

29億

343億

1065億

2月
3月
9月
8月

3月
9月
2月

4月
年6回
年2回
年2回
年6回

4月
5月
9月

4月
6月
7月
9月
10月

5月
7月
１0月

4月
９月
１月
３月

海運船舶

生命保険

システム開発

総合商社

総合飲料メーカー

建築メーカー

専門機械商社

総合美容

新入社員研修（4日）
新入社員マナー研修（4日）
新入社員フォローアップ（4日）
2年目フォローアップ研修（2日）
3年目フォローアップ研修（2日）
マネジメント研修（6日）
年間 計２２日

リーダー研修
新人・2年目研修
新人・2年目フォローアップ
年間 計3日

新入社員フォローアップ（2日）
2年目（ｷｬﾘｱﾋﾞｼﾞｮﾝ）研修（2日）
3年目フォローアップ研修（2日）
アソシエイト研修（1日）
チームビルディング研修（1日）
リ・キャリア（中途社員）（2日）
リンケージ研修（1日）
年間 計29日+α

リーダー研修（1日×2チーム）
年間 計２日

チームリーダー研修（1日）
新入社員研修（2日）
年間 計２日+α

管理職研修（半日）
新入社員フォロー研修（1日）
年間 計２日+α

全社員ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研修（1日）
OTJ担当者研修（1日）
チームビルディング研修（1日）
年間 計14日+α

店長研修（1日）
年間 計1日+α

716名

70,519名

1,717名

2,687名

820名

250名

224名

1031名

2,300億

6兆2,620億
※保険料等収入

138億

4,477億

1519億

172億

154億

150億

4月,6月
5月
6月,7月
6月
9月
6,7,9月

4月
8月
12月

9,12,2,3月
8,1,3月
7,11,2月
6,7,8,9月
10月,1月
12月
2月

5月

2月
4月

7月
11月

年4回
年4回
年6回

11月

研修内容業界 従業員 時期売上
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主な実績（17年度ルーキーシップ参加企業のご要望と参加者の声）

14２０１7年４月３日～4日の2日間、全国から10社様がご参加されました。

◆業種：損害保険鑑定人◆職種：鑑定人◆新入社員：7名

＜ご要望＞
①離職率は押さえたいが、マネジメントを緩くもできない。
②近年の新入社員はメモを取らなかったり、敬語が使えなかっ
たり、挨拶を自らしなかったり等基礎ができていないのでその
あたりを身につけさせてほしい。
＜受講者の声＞

＜ご要望＞
①（基本OJTで育成するため）手取り足取り教えている余裕が
ない。わからないことはその日のうちに相談してほしい。
②接客業のため、クレームなども多少ある。敬語を含めた接遇
を身につけさせ対応できるようにしてほしい。
＜受講者の声＞

◆業種：ゴルフ場運営◆職種：接客 ◆新入社員：2名

＜ご要望＞
①報連相をしなくても仕事が進んでいくため、問題が大きく
なってからではリカバリーが聞かないため些細なことでも報連
相してほしい。
②様々な協力会社と連携して業務にあたるため、関わる方々か
ら可愛がられてほしい。
＜受講者の声＞

◆業種：建設 ◆職種：施工管理 ◆新入社員：２名

＜ご要望＞
①組織内に“モラル”と“ルール”が混在するため、新入社員には
机上の空論ばかりせず、1日でも早く組織に慣れてほしい。
②自ら積極的に業務にかかわってきてほしい。
自ら話しかけることや、自分から仕事を取りに行くこと。
その際には、敬語やマナーなどを意識してほしい。
＜受講者の声＞

◆業種：半導体商社 ◆職種：営業 ◆新入社員：5名



主な実績 （セミナー・講演 実績） ■２０１７年度上期（一部）

開催日 団体名 セミナー内容

2017年 4月10日（月）

2017年 4月11日（火）

2017年 4月12日（水）

2017年 4月13日（木）

2017年 4月17日（月）

2017年 4月18日（火）

2017年 4月21日（金）

2017年 5月12日（木）

2017年 5月16日（火）

2017年 5月17日（水）

2017年 5月22日（月）

2017年 5月23日（火）

2017年 5月24日（水）

2017年 5月26日（金）

2017年 6月6日（火）

2017年 6月16日（金）

2017年 6月21日（水）

2017年 6月29日（木）

2017年 7月13日（木）

2017年 7月19日（水）

2017年 7月21日（金）

2017年 7月26日（水）

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

東京商工会議所様（東京） 主催

東京商工会議所様（東京） 主催

三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱様（大阪） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

大阪商工会議所様（大阪） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱様（大阪） 主催

㈱NCBﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ様（福岡） 主催

りそな総合研究所㈱様（東京）主催

京都商工会議所様（京都） 主催

関西経営管理協会様（大阪） 主催

（財）岡山経済研究所様（岡山） 主催

日本経営開発協会様（東京） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

㈱しがぎん経済文化センター様（滋賀）主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

りそな総合研究所㈱様（大阪）主催

㈱NCBﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ様（福岡） 主催

新入社員研修 社会のルールとコンプライアンス （1日目）

新入社員研修 社会のルールとコンプライアンス （2日目）

新入社員研修 社会のルールとコンプライアンス （3日目）

新入社員研修 社会のルールとコンプライアンス （4日目）

新入社員のためのビジネスモラル講座 （1日目）

新入社員のためのビジネスモラル講座 （2日目）

仕事でつまづかないための「報･連･相」の３つの極意

新入・若手社員の「プロ意識」と「社会のルール」（午前）
新入・若手社員の「コンプライアンス」と「コミュニケーション」（午後）

自立型プロ社員へと進化！仕事力向上研修

若手社員の後輩指導（午前）
中堅社員の役割と実務（午後）

若手社員が身につけるべき「プロ意識」と「コンプライアンス」

新入社員・若手社員が身につけるべき「プロ意識」と「コンプライアンス」

折れない心をつくり、壁を乗り越える「若手・中堅社員育成セミナー」

新入社員1カ月フォローアップコース

“ゆとり教育世代”の部下育成術

会社の業績を伸ばす「提案型社員」養成講座

“ゆとり教育世代”の部下育成術

新入・若手社員の「プロ意識」と「社会のルール」（午前）
新入・若手社員の「コンプライアンス」と「コミュニケーション」（午後）

会社の業績を伸ばす「提案型社員」養成講座

新入・若手社員の「プロ意識」と「社会のルール」（午前）
新入・若手社員の「コンプライアンス」と「コミュニケーション」（午後）

営業担当者のための顧客と信頼関係を深める「聴き方」「話し方」

折れない心をつくり、壁を乗り越える「若手・中堅社員育成セミナー」

講師

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之
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主な実績（セミナー・講演 実績）
■２０１７年度下期（一部）

開催日 団体名 セミナー内容

2017年 8月22日（火）

2017年 8月24日（木）

2017年 8月30日（水）

2017年 9月12日（火）

2017年 9月20日（水）

2017年 9月21日（木）

2017年 9月22日（金）

2017年 9月29日（金）

2017年 10月27日（金）

2017年 11月20日（月）

2017年 11月28日（火）

2017年 12月13日（水）

2018年 1月17日（水）

2018年 1月26日（金）

2018年 2月6日（火）

2018年 2月14日（水）

2018年 2月15日（木）

2018年 2月20日（火）

2018年 3月6日（火）

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

㈱NCBﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ様（福岡） 主催

りそな総合研究所㈱様（東京）主催

㈱いよぎん地域経済研究センター

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

ビジネスコーチ㈱（東京） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（大阪） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

りそな総合研究所㈱様（東京）主催

SMBCコンサルティング㈱様（大阪） 主催

SMBCコンサルティング㈱様（東京） 主催

三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱様（名古屋） 主催

大阪商工会議所様（大阪） 主催

岡山経済研究所様（岡山） 主催

岡山経済研究所様（岡山） 主催

新入・若手社員のホウレンソウ（報告・連絡・相談）（午前）
若手社員の後輩指導（午後）

入社3年目のモチベーションとキャリア開発

中途入社社員のための意識改革と即戦力化セミナー

若手社員が身につけるべき「プロ意識」と「コンプライアンス」

新入・若手社員のホウレンソウ（報告・連絡・相談）（午前）
中堅社員の役割と実務（午後）

社会人基礎力3つの力講座

若手社員の意識改革と仕事の進め方

新入社員フォローアップ研修

新入・若手社員の「プロ意識」と「社会のルール」（午前）
新入・若手社員の「コンプライアンス」と「コミュニケーション」（午後）

社会人経験３～５年目対象 若手社員の仕事力向上セミナー（前編）
社会人経験３～５年目対象 若手社員の仕事力向上セミナー（後編）

新入社員フォローアップ研修

新入・若手社員の「プロ意識」と「社会のルール」（午前）
新入・若手社員の「コンプライアンス」と「コミュニケーション」（午後）

自ら考えて考動できる「提案型社員」養成講座

社会人経験３～５年目対象 若手社員の仕事力向上セミナー（前編）
社会人経験３～５年目対象 若手社員の仕事力向上セミナー（後編）

新入・若手社員の「プロ意識」と「社会のルール」（午前）
新入・若手社員の「コンプライアンス」と「コミュニケーション」（午後）

営業担当者のための顧客と信頼関係を深める「聴き方」「話し方」

新人サポートの中堅社員研修

なぜあなたの部下指導がうまくいかないのか？

スキルアップセミナー 若手社員レベルアップ講座
～新入社員（入社３年目まで）の意識改革を図る～

講師

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之

マナベル 吉川 孝之
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講師プロフィール

株式会社じんざい社 代表取締役社長 柘植 智幸

これまでに著書9冊、映像教材5作を出す。“ゆとり教育”世代へ行うべき社員研修の本
質をいち早く説き年間220日以上の研修・セミナー・講演を実施し、マスメディアから
の取材も多く受けている。講師としてのキャリアは20歳からと長く、26歳の時に行っ
たメガバンク系シンクタンクでのセミナー登壇最年少記録はいまだ破られていない。
業種・職種・規模を問わず各階層に対して研修を行っている。経営層や管理職に対し
ては組織マネジメント、部下指導教育等、若年層に対しては社内キャリア形成、指導
力教育等、新人に対しては、社会人としての基礎教育等を実施。
全社員への研修依頼も多く複数年にわたり実施する企業が大半を占める。“人事部の誰
よりも社員に詳しい”と各社から絶賛の声を集めている。1977年生まれ、大阪府出身。

株式会社マナベル 代表取締役社長 吉川 孝之

＜メイン講師＞

＜総監修＞
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厚生労働省主催全国高校生就職ガイダンスで講師としてのキャリアを積み、のちに高
校生向けに“学べる”無料新聞を発行。全国の高校に毎号80万部年間5回配布する。
現在は新入社員から管理職を対象にした企業研修、都銀系シンクタンクや全国の商工
会議所でのセミナー講師、国立大学の職員教育の講師として年間150日登壇している。
平成生まれの彼らが社会人になるまでに受けてきた教育と、昭和生まれの方々が社会
人になるまでに受けてきた教育には“評価制度”の違いがあることにいち早く気づき、
企業研修や就職支援に活かしている。テクニックばかりに走らない本質をとらえた人
材育成に定評のある気鋭のコンサルタントである。1974年生まれ、奈良県出身。

■2017年 主な研修及び公開セミナー実績等（敬称略）
■企業研修
大手船会社、大手飲料メーカー、大手自動車部品メーカー、大手アパレ
ル、ホテル業界、電源メーカー、ウェディング会社、損保会社、携帯販
売会社、総合リサイクル業界、アミューズメント業界、マスコミ業界、
住宅業界、大手製薬会社 等

■銀行系シンクタンク・商工会議所・自治体
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社、ＳＭＢＣコンサルティング
株式会社、りそな総合研究所株式会社、株式会社NCBリサーチ＆コンサルティ
ング、株式会社いよぎん地域経済研究センター、東京商工会議所、大阪商工会
議所、京都商工会議所、神戸商工会議所、厚生労働省、大阪市、東京都 等



会社概要

株式会社じんざい社

代表者 柘植智幸 設立 2002年11月17日 資本金 750万円
＜東京オフィス＞
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-9-13 八重洲駅前合同ビル6階
TEL. 03-6868-3428 Fax. 03-6893-3260
＜神田LABO＞
〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目18番11号 東京ロイヤルプラザ903号
- http://jin-zai-sha.jp –

１９９７年８月

専門学校時代の仲
間７名とレディー
バード（じんざい
社前身）を起業。

１９９７年１０月

20歳の時、大学、
短大、専門学校で
の就職ガイダンス
にて講師デビュー

１９９９年３月

22歳の時、企業に
て新入社員研修を
スタート。

２００２年１１月

25歳の時、株式会社
じんざい社設立。

２００４年７月

26歳の時、大手シ
ンクタンクにて、
最年少講師として
登壇。

２００４年８月

初の書籍、
「一瞬で即戦力に
なれる法」が発売。

２００６年４月

上場企業と合弁で、
人材採用サービス
会社を設立。

２００８年８月

４冊目の書籍、
「ゆとり世代の恐
怖」が発売。

２００９年３月

人材採用サービス
会社を譲渡。

２０１０年４月

交流分析（TA）
を使った配属適正
診断を開発。

２０１４年

企業研修、公開
セミナー依頼件
数が年間２００
日を突破

２０１３年８月

７冊目の書籍、
「ゆとり世代が職場
に来たら読む本」が
発売。

２０１６年２月

５枚目の映像教材、
「社会人の常識・非
常識」が発売。

２０１７年

多数の企業が参加
する弊社主催の
「集合型研修」
スタート。
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