
新入社員教育ご担当者様 

 

 

    
    

＜学生から社会人へ＞意識と行動を切り替える、少人数での実践的な研修!! 

 

≪特≪特≪特≪特    長≫長≫長≫長≫     

    

    

    1111....日日日日    時時時時        平成２８年４月５日平成２８年４月５日平成２８年４月５日平成２８年４月５日((((火火火火))))～６日～６日～６日～６日((((水水水水))))    9999：：：：00000000～～～～17171717：：：：30303030    

    2222....会会会会    場場場場        京都平安ホテル京都平安ホテル京都平安ホテル京都平安ホテル    ２２２２FFFF    嵯峨嵯峨嵯峨嵯峨の間の間の間の間    

(京都市上京区烏丸通上長者町上ル TEL:075-432-6181) 

＊地下鉄烏丸線 今出川駅下車南6番出口徒歩7分 

    3333....対対対対    象象象象        新入社新入社新入社新入社員（員（員（員（高校・高専・短大・大学・大学院卒高校・高専・短大・大学・大学院卒高校・高専・短大・大学・大学院卒高校・高専・短大・大学・大学院卒    等等等等））））    

    4.4.4.4.受講料受講料受講料受講料        会員会員会員会員    ２９，１６２９，１６２９，１６２９，１６００００円・会員外円・会員外円・会員外円・会員外    ４８４８４８４８，，，，６０６０６０６０００００円円円円((((税込み税込み税込み税込み))))    

＜昼食代、テキスト代含む＞ 

※通常、会員 32,400円、会員外 51,840円の受講料を、今年度は特別に上記の金額

とさせていただきます。 

    5.5.5.5.定定定定    員員員員        ３３３３０名０名０名０名    

※詳細な研修プログラム、お申込み方法などは内面をご確認下さい。 

京 都 経 営 者 協 会 

京経協第19846号 

平成 28 年 2 月 

✔✔✔✔    当協会の新入社員研修の独自企画として当協会の新入社員研修の独自企画として当協会の新入社員研修の独自企画として当協会の新入社員研修の独自企画として2222つの特別講演つの特別講演つの特別講演つの特別講演を開催を開催を開催を開催    

①「経営トップ講演」：第一工業製薬株式会社 

取締役相談役 大柳 雅利 氏      

（京都経営者協会 副会長） 

 

②「企業と人権～相手を思いやり、いきいき働ける職場づくり」（仮題） 

：株式会社ワコール 

人事総務本部 総務部部長 小林 正治 氏    

 

✔✔✔✔    社会人に必須の｢社会人に必須の｢社会人に必須の｢社会人に必須の｢ビジネスマナービジネスマナービジネスマナービジネスマナーの基本｣を経験豊富な講師が徹底指導の基本｣を経験豊富な講師が徹底指導の基本｣を経験豊富な講師が徹底指導の基本｣を経験豊富な講師が徹底指導    

⇒ きめ細やかな指導を通じて、周囲に好感を与える実践的な｢ビジネスマナー｣が身につきます。 

    

✔✔✔✔    情報の収集･取捨選択など、仕事に役立つ｢情報収集･活用術｣を学情報の収集･取捨選択など、仕事に役立つ｢情報収集･活用術｣を学情報の収集･取捨選択など、仕事に役立つ｢情報収集･活用術｣を学情報の収集･取捨選択など、仕事に役立つ｢情報収集･活用術｣を学ぶぶぶぶ    

⇒ 元新聞記者の講師が、新聞などのアナログ情報を用いた情報収集･活用術を解説します。 

 

✔✔✔✔    ｢コミュニケーション力｣｢人間関係構築力｣｢問題解決の考え方｣を学｢コミュニケーション力｣｢人間関係構築力｣｢問題解決の考え方｣を学｢コミュニケーション力｣｢人間関係構築力｣｢問題解決の考え方｣を学｢コミュニケーション力｣｢人間関係構築力｣｢問題解決の考え方｣を学ぶぶぶぶ 

⇒ ｢体験学習｣｢体験学習｣｢体験学習｣｢体験学習｣を通して、社会人に求められる基本スキルを学びます。 

 



研修スケジュール（予定）研修スケジュール（予定）研修スケジュール（予定）研修スケジュール（予定）    

時時時時    間間間間    １日目（４月１日目（４月１日目（４月１日目（４月５５５５日）内容日）内容日）内容日）内容    

9:00～9:30 ●開講挨拶  

京都経営者協会 専務理事 石津 友啓    

9:30～10:30 ●特別講演① 

「新入社員の皆さんに望むもの」（仮題） 

<講師> 第一工業製薬株式会社 取締役相談役 大柳 雅利 氏  

（京都経営者協会 副会長）  

10:40～12:00 ●特別講演② 

「企業と人権～相手を思いやり、いきいき働ける職場づくり～」(仮題) 

<講師> 株式会社ワコール                 

人事総務本部 総務部部長 小林 正治 氏  

13:00～17:30 ●基本研修１（体験学習） 

○企業で求められるコミュニケーションとは？ 

(学生時代までの一方通行のコミュニケーションとの違い) 

○「学生と社会人の違い」「会社で仕事をする」とは？ 

 ・組織で仕事をすることとは 

 ・失敗を恐れず、粘り強く取り組む(PDCA・体験学習) 

○体験学習 

 ・ワーク(実践を通して、客観的に課題を認識し、改善する考え方を学ぶ) 

 ・ワーク振り返り 

 

 

 

 

<講師> サンタ株式会社 代表取締役 寺田 由香里 氏  

時時時時    間間間間    ２日目（４月２日目（４月２日目（４月２日目（４月６６６６日）内容日）内容日）内容日）内容    

9:00～17:30 ●基本研修２（ビジネスマナーの基本、情報収集･活用術） 

○ビジネスマナーの重要性 

○マナーの実践 

・身だしなみ、感じのよいあいさつ、返事、表情、言葉づかい 

・お辞儀、名刺交換、来客対応、電話の受け応え、立ち居振る舞い 

・就業中のマナー（仕事中の態度や行動、出社から退社までの基本ルール） 

○指示の受け方と｢ホウ･レン･ソウ｣(報告･連絡･相談)  

・指示を受けるポイント、報告の仕方 

・中間報告・相談と忠告の受け方 

○仕事の基本・会社のルール 

 ・仕事の基本 8 つの意識 

 ・仕事への取り組み 

<講師> フリーアナウンサー 植月 百枝 氏   

 

○情報収集のポイントと利用する際の留意点 

○インターネットの活用（利点とネット情報の注意点） 

○情報の取捨選択 

 

<講師> 元) 京都新聞社 編集本部 経営企画局 総合計画部 専門記者 松田 恵冶 氏 

＊｢体験学習｣では、グループで協力しなければ達成できない課題を解決する 

 ワークに、チーム毎に取り組んでいただきます。ワークを通して、 

・あきらめずに挑戦し、チームで課題を達成することの大切さ 

・自分やチームの課題の発見し、解決へ導くための考え方 

・人間関係を構築するためのコミュニケーション などを 

実体験を通して、学んでいただきます。 



■基本研修講師■基本研修講師■基本研修講師■基本研修講師    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

サンタ株式会社  代表取締役 寺田 由香里 氏 

関西大学を卒業後、信用金庫に入職。複数の支店での業務経験から、組織でのコミュニケーションの違い

が、社員のモチベーションだけでなく、業績にまで大きく影響することを知る。1988 年より企業内の人材  

育成に携わった後、2003 年講師として独立。2008 年サンタ株式会社を設立。体験学習法や対話術を   

活用し、職場の人間関係の改善、社内のコミュニケーションの活性化や社員のモチベーションアップ

をテーマにした研修を行なう他、経営幹部･次期経営者の育成など経営者の課題解決のためのコンサル

ティングにも力を入れている。 

フリーアナウンサー 植月 百枝 氏 

京都放送（KBS京都）にアナウンサーとして入社、20年勤務後、フリーに。 

現在、仁愛大学人間学部コミュニケーション学科非常勤講師。 

司会、講演の他、京都新聞文化センター等で「心をつかむ話し方」「楽しい朗読」の講師を務める。 

 

元) 京都新聞社 編集本部 経営企画局 総合計画部 

専門記者 松田 恵冶 氏 

 

同志社大学法学部法律学科卒業、京都新聞社 入社。 

編集局総合デスク長代理、｢京都府NIE(News In Education=教育に新聞を)推進協議会｣事務局長、 

編集局報道企画室次長、編集局読者応答室長兼紙面法務担当部長などを歴任。 

現在は、京都府 NIE 推進協議会事務局担当として、大学等で新聞などを題材に情報活用に関する

講義・講演を行っている。 

 

  

 

 

 平成28年度 若手社員育成プログラム (今後の予定)  

※当協会では、会員の皆様の新入社員を含む若手社員育成を、年間を通した下記のプログラムでお手伝いします。 

■ 新入社員スタートアップ研修（４月５日～６日） 

■■■■    新入社員フォローアップ研修（新入社員フォローアップ研修（新入社員フォローアップ研修（新入社員フォローアップ研修（10101010月上旬開催予定）月上旬開催予定）月上旬開催予定）月上旬開催予定）    

新入社員フォローアップ研修 

（10月上旬開催予定） 

入社後から半年間の仕事を振り返ることを通じて、これまでの 

自分自身の経験を確認し、その経験やその中から得た成果や課題を 

今後の成長に繋げるための手法である「体験学習サイクル」を、   

ワークショップを通して身につけていただける実践的なプログラムです。 

    

※(参考)直近に開催した若手社員向けセミナーテーマ 

 

○○○○「異業種交流型「異業種交流型「異業種交流型「異業種交流型    若手社員勉強会」若手社員勉強会」若手社員勉強会」若手社員勉強会」 

○「○「○「○「1111 ランクランクランクランク UPUPUPUP『ビジネスマナー講座』『ビジネスマナー講座』『ビジネスマナー講座』『ビジネスマナー講座』」」」」    

    ・・・・「「「「グッとくるグッとくるグッとくるグッとくる『『『『ビビビビジネス会話力ジネス会話力ジネス会話力ジネス会話力』』』』講座講座講座講座    ～営業編～～営業編～～営業編～～営業編～」」」」    

・・・・「「「「“自分に磨きをかける“自分に磨きをかける“自分に磨きをかける“自分に磨きをかける!!!!!!!!”テクニック”テクニック”テクニック”テクニック」」」」    

    

平成 28 年度も若手社員育成をテーマにしたセミナーを開催してまいります。 

詳細については、それぞれ改めてご案内いたしますので、多数のご参加をお待ちしております。 

 



「「「「新入社員スタートアップ研修新入社員スタートアップ研修新入社員スタートアップ研修新入社員スタートアップ研修」」」」参加申込参加申込参加申込参加申込書書書書 

お申込み先  ⇒ 京都経営者協会 宛  FAX 075-361-8974 

（参加人数：     人） 

氏名 学歴 性別 氏名 学歴 性別 

      

      

      

      

      

＊お申込書への記入いただいた情報は、本セミナーの受付や今後の催しのご案内に利用いたします。 

金額のご確認金額のご確認金額のご確認金額のご確認（お手数ですが下の表を参考に金額をご記入ください。請求書は後日発行いたします。 

 

（＠                円 ×         名＝              円） 

 

新入社員スタートアップ研修 

（参加一名につき） 

通常 

会 員 ３２，４００円 

今年度は今年度は今年度は今年度は    ⇒⇒⇒⇒    

会会会会    員員員員    ２９，１６０円２９，１６０円２９，１６０円２９，１６０円    

会員外 ５１，８４０円 会員外会員外会員外会員外    ４８，６００円４８，６００円４８，６００円４８，６００円    

 

  

◆申込要領 上記の参加申込書にご記入の上、京都経営者協会事務局にFAXまたは郵送でお送り下さい。 

◆申込締切 ※3月 11 日以降の参加取り消しは、参加費を申し受けます。(お早目にお申込みください。) 

◆申し込み 

    問合せ先 

京都経営者協会 （担当：西村・南橋） 

〒600-8216 京都市下京区塩小路新町角 新京都センタービル 6F 

TEL 075-361-8406/FAX 075-361-8974/E-mail nishimura-y@kyotokeikyo.or.jp 

◆ご 請 求 申込書にご記入いただいた金額を確認の上、申込みご担当者宛に、請求書をお送りいたします。 

 

会 社 名 会 員 ・ 会員外  

ご 担 当 者 

役 職 ・ 氏 名 

 

所 在 地 

〒 

連 絡 先 TEL                      FAX 

E - m a i l 

 


