
項目
NO

研修名 時期 研修のねらい
受講料

（税込価格）

A1
　新入社員研修

　（対象：新入社員）２日間（１２時間）

４月
4・5日
（月曜）
（火曜）

社会人としてのスタートにあたっての心構え
や責任・役割について理解します。また、組
織の一員としての認識を持ち、職場の上司、
先輩等との関わりの中で、意欲をもって仕事
を行っていくための責任ある行動習慣を身に
つけます。

　14,300円

（協会会員）
　11,000円

A2
　新入社員フォローアップ研修

　（対象：新入社員）１日間（5時間）

９月

入社して半年、新入社員はこの期間を通じて
仕事に取り組む姿勢や考え方の基本を身に付
けていきます。ここでは、入社後の社会生活
を振り返る機会を設け、課題解決能力を身に
付けながら、社員としてのステップアップを
促していきます。

　11,000円

（協会会員）
　8,800円

A3
　中堅社員・リーダー研修（Ⅰ）基礎編
　 リーダーシップ・コミュニケーション 等
　（対象：中堅社員）1日間（5時間）

６月
15日

（水曜）

チームで成果を上げる立場を理解し、中堅社
員としてのリーダーシップのあり方、部下の
指導方法、コミュニケーションの取り方等に
ついて学びます。

　11,000円

（協会会員）
　8,800円

A4 　中堅社員・リーダー研修（Ⅱ）応用編
　 問題解決　等
　（対象：中堅社員）1日間（5時間）

１０月

現場に潜む問題を見過ごすことなく、問
題を掘り下げ解決に結びつける手法につ
いて、事例研究・討議などを通じて身に
付け、職場での業務管理に役立てます。

　11,000円

（協会会員）
　8,800円

B1
　指導力強化セミナー

（ 対象：部下を持つ方 ）４日間（２０時間）

春期
4月19,20日
5月17,18日
夏期
  7.・8月
秋期
 10・11月
冬期
　1・2月

このセミナーは、管理・監督者に求められる
人を扱う技能や、仕事を教える技能の習得を
目指したもので、TWIの「人への接し方」
「仕事の教え方」に基づくものです。

　35,200円

（協会会員）
 　28,600円

【階層別コース】　

【機能別コース】

            ［新入社員研修風景］      ［中堅社員・フォローアップ研修風景］

　

≪新入社員研修受講者の声≫

・自己紹介にはじまり、講義が進むたびに他の人と、

考え方やコメントを言い合うワークがあったのが、

とても良かった。

・自社の説明を他の会社の人にするのが難しかった。

もっと自社の事について詳しく理解することが必要

だと感じた。今の自分に不足している能力を知る事

が出来たので、今後は不足している能力を意識して

行動していきたいと思う。

≪中堅社員・リーダー研修受講者の声≫

・上司、後輩間の架け橋となる中堅社員として自覚を

持つことが出来た。自分の仕事に対する考え方につ

いて整理し、更に頑張ろうと思えた。

・自分自身をふり返るいい機会にもなった。部下を持

つようになって、初めて今回のような研修に参加し

て、勉強になった。
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C1

　やる気にさせる
　TWI　「人への接し方」

　（ 対象　部下を持つ方 ）２日間（１０時間）

随時

監督者は、部下一人ひとりの気持ちを読み取
り、”やる気”を引き出し、成果につなげる
役割があります。この訓練では、目標達成を
さまたげる「人の問題」を取り上げ、問題解
決を図る手法を習得します。

　17,600円

（協会会員）
　14,300円

C2

　必ず覚える
　TWI　「仕事の教え方」

　（ 対象　部下を持つ方 ）２日間（１０時間）

随時

仕事を教えたつもりでいても、相手が覚えて
いないのは自分が教えなかったことによるも
のと考えます。この訓練では、監督者が、
「本当に仕事の内容を理解し、間違いなくで
きる」よう教える手法を習得します。

　17,600円

（協会会員）
　14,300円

C3

　誰でもできる
　TWI　「改善の仕方」

　（ 対象　部下を持つ方 ）２日間（１０時間）

随時

改善は、監督者にとって常に意識して行わな
くてはならない大切な業務です。この訓練で
は、今ある設備・機械、メンバー（労働
力）、材料を効率化することで、「高い品質
と生産性」を達成する「作業改善」の行い方
を学びます。

　17,600円

（協会会員）
　14,300円

C4

　災害をなくす
　TWI　「安全作業のやり方」

　（ 対象 安全管理に関わる方 ）２日間（１０時間）

随時

安全は、現場作業の最優先事項です。ともす
れば”慣れ”などによってリスクが見落とさ
れたり、守られなくなったりすることも事実
です。この訓練では、「起こってからの事後
処理ではなく、事前に対策を考えて措置す
る」視点のもとで、具体的な「リスク要因」
の発見と防止対策を練る実践的なトレーニン
グを行います。

　17,600円

（協会会員）
　14,300円

【監督者訓練】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪ ※この研修はOJTに役立つ技能習得を目的とした訓練です。≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〔TWI訓練風景〕

【監督者訓練（TWI）】 監督者訓練（TWI）は、アメリカの産業界での実際の職場体験に基づいて３０年以上
にわたる 研究の結果できあがったものです。職場の監督者に対する最も基幹的な訓練として、業種を問わずた
くさんの企業が導入しています。監督者としての基本的な技能である「人を扱う技能」、「教える技能」、
「改善する技能」等について、討議と実習（実演）により訓練を行います。実際に受講した皆さんからも高い
評価を得ている「おススメ」の訓練です。尚、TWIでいう監督者とは、役職者だけでなく、職場で実際に何人か
の人を預かっている者、または人に仕事を教えたり、指図したりしている者も含みます。

≪TWI受講者の声≫

・監督者も個人なので、人への接し方が問題につながる事が多いと感じた。指示する側、される側

お互いの思いやりが問題解決につながると思った。

・様々な職種の方の部下との関わり方や事例を通して、円滑な仕事の進め方やコミュニケーション

の重要性について学ぶことが出来た。4段階方式を活用していきたい。

・教え方の見せ方、やり方を学べて良かった。教える側も教わる側も、両者とも向上していく「教

え方の4段階」だと思った。
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D1
　内定者研修

　（ 対象：内定者 ）１日間

随時

新入社員の早期退職を防ぎ、真の戦力と
しての定着を図るため、社会人になるに
あたっての基本的なビジネススキルを学
びます。

 　１時間
   22,000円
（人数は問わない）

D2
　接遇研修

　（ 対象：内定者  ）１日間

随時
接客時における応接の基本を正しく理解
し、様々な場面で顧客に満足していただ
くための応接スキルを学びます。

 　１時間
   22,000円
（人数は問わない）

D3
　ビジネスマナー研修

　（ 対象：新入社員 ）１日間

随時

コミュニケーションをとる上で重要なビ
ジネスマナーについて、知識と実践を再
確認しながら、円滑なコミュニケーショ
ンへの対応スキルを学びます。

 　１時間
   22,000円
（人数は問わない）

D4
　コミュニケーションー研修

　（ 対象：新入社員・中堅社員 ）１日間

随時
職場内での信頼関係づくりに焦点をあ
て、職場におけるコミュニケ―ション能
力の向上を図ります。

 　１時間
   22,000円
（人数は問わない）

D5
　プレゼンテーション力向上研修

　（ 対象：新入社員・中堅社員 ）１日間

随時

プレゼンテーションの企画構成、話し方
や問題提起の仕方など、相手方の行動を
促す効果的な表現手法等について、演習
等を通じて学びます。

 　１時間
   22,000円
（人数は問わない）

D6
　メンタルヘルス講座

　（ 対象：どなたでも）１日間

随時

現代はストレス社会と言われ、現代人は多く
のストレスを感じながら生活しています。本
講座では、「メンタルヘルス」に関する基礎
的な知識を系統的に正しく学んでいきます。

 　１時間
   22,000円
（人数は問わない）

D7
　問題解決力講座

　（  対象：入社３年目以上の方 ）１日間

随時

過去の事例などから、現状分析や目標設定、
アイディア抽出などの行動を促す仕組みとと
もに、コミュニケーション能力を向上させ、
現場で活かせるスキルを身に付けます。

 　１時間
   22,000円
（人数は問わない）

D8
　職場定着率向上セミナー

　（ 対象：管理監督者等 ）１日間

随時

採用した従業員が早期離職することなく
職場に定着し、その能力を発揮できるよ
うにするための雇用管理について学びま
す。

 　１時間
   22,000円
（人数は問わない）

D9
　幹部社員研修

　（ 対象：管理監督者等 ）１日間

随時

管理職としての立場と役割を認識し、組織へ
の働きかけとともに、人の行動の理解や部下
の成長を促し、リーダーシップを発揮してい
く幹部職員としての必須のマネジメントを学
びます。

 　１時間
   22,000円
（人数は問わない）

【事業所内研修（オーダーメイド）】

佐賀県職業能力開発協会
〒840-0814 佐賀県佐賀市成章町1-15
Tel ： （0952 ）24-6408 Fax （0952 ）24-

5479https://saga-noukai.com/

◆開催日時は、佐賀県職業能力開発協会のホームページ等でご確認ください。

◆申込者が一定数に達しない場合および天災の場合などは、中止または延期になることがあります。

※事業所内研修時間は基本的に2時間からとなります。

◆事業所内オーダーメイドの各講座は、事業主の方からのニーズに対応して実施するものです。

また、Zoomを活用したオンラインによる研修も可能となっております。

ご希望の講座があれば、ご遠慮なくご相談ください。


