
〈通信教育・eラーニング〉

①［新版］仕事の基本とビジネスマナー
②［新版］めざせ！ プロ社会人。
③ 社会人、やっていいこと・悪いこと
④［新版］製造社員の基本マスターコース

⑤「心が伝わる」ビジネスマナーの基本
⑥ 社会人 やっていいこと・悪いこと

通 信 教 育

東日本 〒135-8137 東京都江東区豊洲5-6-52  NBF豊洲キャナルフロント
TEL 03（3520）9633　FAX 03（3520）9648 西日本 〒601-8411 京都市南区西九条北ノ内町11

TEL 075（681）5419　FAX 075（681）5699

お問い合わせは…株式会社PHP研究所 第二事業普及本部

PHP研究所

新入社員教育から管理職・経営者研修まで、
人材開発をトータルにサポートしますPHP人材開発 https://hrd.php.co.jp/

内定者～新入社員向け
教育支援コンテンツのご案内

社会人意識の醸成、ビジネスマナーの習得、主体性の獲得…
PHPの教育支援は、皆様を勇気づけ、
人間的な成長にも貢献します。

メールアドレス … sangyo@php.co.jp

公開研修（集合研修／オンライン研修）

❷

対象／新入社員　　受講期間／1日間　　総学習時間／7.25時間　　受講料／40,000円+税（資料代含む）

新入社員研修 フォローアップコース
会社生活の振り返りと、仕事の基本の確立

COURSE CONCEPT Program
※開催決定後、担当窓口の方に事前課題をお届けします。事前課題

● 開講
アイスブレイク／オリエンテーション／グループ内自己紹介

9：30

● これまでの会社生活の振り返りと共有
・成長した点  ・現在の問題、課題

10：00

● 仕事力の見直しと強化を図る
・仕事の進め方の基本  ・ビジネスマナーの見直し

● 若手社員に求められること
● なりたい自分に向かう課題の設定
・一年後のありたい姿と、その実現のための課題
・決意発表と相互アドバイス

13：00

● 閉講17：30

（昼食休憩：45分）

自分自身の現状分析シートの記入
自らの初心を確認し、やる気を高める
１．自身の現状を客観視し、課題の整理を行う
２．仕事力の基本の強化
３．モチベーションの喚起

モチベーション

鏡に映った自分の客観視

将来、
どうなり
たいか？

自分の
強み・
弱みは？仕事力の

現状は？

ビジネスマナー研修／ビジネス“プロ”マインド研修

〈講師派遣研修（オンライン可）〉

①「心が伝わる」ビジネスマナーの基本
②テレワーク時代の 社会人 やっていいこと・悪いこと
③製造社員 やっていいこと・悪いこと
【研修動画データ提供のご案内】

〈DVDビデオ教材〉

①新入社員研修
②新入社員研修 フォローアップコース

〈公開研修（集合研修／オンライン研修）〉

eラーニング

❶

対象／新入社員（18歳以上）　　受講期間／3日間　　総学習時間／21.75時間　　受講料／55,000円+税（資料代含む）

新入社員研修「愛される」社会人になるために
※セミナー風景をご覧いただけます

COURSE CONCEPT

「愛される」社会人になるために

好感の
もてる
ふるまい

素直な心

奉仕の
精神

感謝の
気もち

愛されるポイントは、
相手目線ということ。
相手がどうすれば喜ぶか、
どういう振る舞いをすれば
相手に好感をもってもらえるか、
常に相手の立場に立って
考え行動することが大切です。

Program
● 開講
● 社会人としての心得

● ビジネスマナーの基本①
● 仕事の基本心得①

1日目

● 前日の振り返り/スピーチ演習
● 仕事の基本心得②
● ビジネスマナーの基本②
● ビジネスコミュニケーション力の向上①

2日目

● 前日の振り返り
● ビジネスコミュニケーション力の向上②
● 仕事の基本心得③
● 仕事を通じて成長するためのスタンス
● 社会人の基本心得と素直な心
● ３日間の振り返りと職場実践課題
● 閉講

3日目
（昼食休憩：45分）

（昼食休憩：45分）

（昼食休憩：45分）

4月上旬開催

9月・12月開催

※プログラムは一部変更になる場合があります。

※プログラムは一部変更になる場合があります。

集合 オンライン

集合 オンライン

2022.05

さらなる成長と離職防止のためにセット受講がおすすめです。※セット割引あり

WEB版



なぜ、PHP研究所の内定者～新入社員向け教育支援コンテンツをおすすめするのか？
　内定辞退や早期離脱の防止、学生から社会人への意識改革が、企業の採用・教育において大きな課題になって
います。どのような教育が今の若者に有効なのか、迷っておられる人事ご担当者も多いのではないでしょうか。
　高いパフォーマンスを発揮し、社会や企業に必要とされる人材へと成長するためには、新入社員のうちに、社会人
としての成長の基盤となる「働くマインド」を育むことが必須要件といえるでしょう。
　ＰＨＰ研究所の教育支援コンテンツは、次の３つをねらいとしています。

　
　
　時代の変化によって求められる新たな要素をとりいれつつ、新入社員の「働くマインド」を涵養し、採用・教育の
課題を解決に導く――それが、ＰＨＰ研究所の教育支援です。

内定者～新入社員教育の進め方（例）

入社前教育・内定者懇親会 入社式・導入研修 現場実習 / 配属 フォローアップ

•学生から社会人へ意識付け
•キャリア探索行動
「何のために働くのか」
「どう生きるのか」

•企業人・組織人の考え方
•ビジネスマナー
•仕事の基本心得
•コミュニケーション

•実務習得
•職場でのＯＪＴを受ける
•報連相の実践
•笑顔・あいさつ・言葉づかい

•会社生活の振り返り
•悩みや不安の解消
•仕事の基本を再確認
•目標・課題の設定

スムーズな職場への受け入れ 基礎固め・離職防止

～3月 4月 5月～ 9月～

考える！ 気づく！ そして変わる！やりぬく！

！

WEB上で管理機能・コミュニケーション機能の活用OK!
学習進捗管理機能1

お知らせ
内定者へ一斉にお知らせしたいことを、
受講者個人のトップページに
表示できます。

コミュニケーション機能2
人事ご担当者から内定者へ

メール送信
受講者全員、または指定した
受講者にメールを送信できます。
学習の進捗が遅れている
受講者への励ましメールなどに便利です。

①自分なりの前向きな仕事観を持つ
②職場に受け入れられるための振る舞いを身につける
③主体性を持つ

PHP研究所［編］
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お一人様6,000円+税で
入社内定時期からフォローまでの一貫した教育を実現！
毎年1,000社以上の企業様でご活用!
特色 1 PHPが開催する新入社員研修で用いるテキストを

通信教育化。即、職場で実践していただける内容です。
特色 1

内定時期から中堅社員までの数年間、「必携の書」として活用いただけます。特色 2

図表・イラストを活用し、読みやすい構成に。特色 3

PART Ⅰ　組織人としての心得
①｢会社」とは何か

● 会社の役割・使命   
● 「組織」とは何か
● 組織の一員としての心構え
● 学生と社会人の違い

②｢仕事」とは何か
● 「仕事観」をもとう   
● 仕事に対する心構え
● プロ意識をもとう
● 職場のチームワーク

COLUMN   素直な心／すべてに学ぶ

PART Ⅴ　電話のマナー
①電話応対の基本常識

● 電話応対の基本心得
②受け方・かけ方
③取り次ぎ方
④携帯電話のマナー
COLUMN   こんなとき、あわてないために

PART Ⅲ　コミュニケーション
①職場の人間関係

● 仕事と人間関係 
● 人間関係力を磨く
● ほめられ方・叱られ方（ほめ方・叱り方）

②話し方・聴き方
● 話し方の基本スキル
● 聴き上手になろう
● 会話のマナー

③言葉づかい・敬語
● 言葉づかいの基本
● 敬語の基本知識

PART Ⅱ　仕事の基本心得
①仕事の進め方

● 仕事の基本       
● 指示・命令の受け方
● 「報告・連絡・相談（ホウレンソウ）」の基本

②執務の心得
● あいさつ名人になろう
● 勤務中の基本マナー
● 5Sを実践しよう
● 会議のマナー・心得
● 出張の心得　ほか

③マナーの基本
● マナーとは何か
● マナーの基本原則　ほか

PART Ⅵ　ビジネス文書のマナー
①文書作成の基本

● ビジネス文書の基礎知識 
● 文書作成の基本ルール　ほか

②文章の書き方
● わかりやすい文章を書く
● 慣用語の基礎知識

COLUMN   知っておくと便利な文書のミニ知識

③EメールとFAX
● Eメールの基本マナー　ほか

PART Ⅷ　ピックアップキーワード
①職場の課題に関するキーワード

● コンプライアンス 
● ハラスメント
● ネットリテラシー

②知っておきたい法律知識
● 製品・取引・市場・権利に関する法律

◆付録  新入社員・若手社員に贈る30の言葉

PART Ⅶ　テレワークの基本心得
①テレワークの進め方

● テレワークでの執務
● テレワークのコミュニケーション
● 「テレワークによる不調」への対策

PART Ⅳ　応対・訪問のマナー
①来客応対の心得

● 来客応対の基本
● 席次の基礎知識

②訪問の心得
● 訪問の基本マナー

仕事の基本とビジネスマナー
活用の手引き（非売品）
※ご活用会社様にお渡しいたします。

内定者～新入社員向け通信教育の定番！

仕事の基本とビジネスマナー
企業人としての必須項目を網羅［新版］

❶

受講期間／2カ月
受 講 料／お一人6,000円+税
教材構成／

※テキスト 3,000円+税のみの別売もいたします。

インターネット添削版

テキスト1冊・インターネット添削2回

通信教育・eラーニング

身だしなみの基本やあいさつについて
見やすいビジュアルで理解を促します。

通信教育・eラーニング

テレワークに関するパートを追加！

受講者の学習進捗状況を一元管理し、
随時把握することができます。
※郵便添削版は、受講修了後の結果表示になります。
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高卒生にもオススメ！❸
仕事力も成果も常識・良識があってこそ！

社会人、やっていいこと・悪いこと

社会人として大切な「常識・良識」を21のケーススタディーで学習！
特色 1特色 1 マンガ・イラストをふんだんに使い、読みやすさを重視したテキスト。

特色 2 21の各ケース、章末にある書き込み欄に自分の考え方をまとめ
記述することで、実践する力が身につきます。

特色 3 コミュニケーションレポートを活用することで、内定者の不安を解消し、
企業担当者との相互理解・信頼関係を深めることができます。

受講期間／2カ月
受 講 料／お一人9,000円+税

教材構成／ インターネット添削版
テキスト1冊・コミュニケーションレポート付
インターネット添削1回

監修／白沢節子（ビジネスコンサルタント）

第１章  社会人をはじめる前に

第2章  仕事の姿勢編

第3章  仕事の取り組み方編

第4章  職場の人間関係編

コミュニケーションレポート
内定者と企業担当者とのコミュニケーションにお役立ていただけます。

あなたの常識・良識は大丈夫？

社会人の心構えからビジネススキルの習得まで！❷
自律型プロフェッショナルへの基礎がため

めざせ！ プロ社会人。［新版］

●記述式 【思考・行動特性チェックリストの分析】

ビジネスパーソンの基礎を完全網羅！ 入社前通信教育の決定版！ 記述添削タイプも選択可能。
特色 1特色 1 「なぜ、そうするのか」「なぜ、必要なのか」の疑問に明確に答え、

確実な理解を促します。

特色 2 図表・イラストを活用し、読みやすい構成に。

特色 3 社会人としての心構えから、いま求められている実践スキルまで、
即戦力化に必要な項目を完全網羅しています。

受講期間／2カ月
受 講 料／郵便添削版  お一人12,200円+税

インターネット添削版  お一人10,600円+税

教材構成／
記述式
テキスト1冊・記述添削2回
選択式
テキスト1冊・インターネット添削2回

記述式もしくはインターネット添削式が選択可能

6.ビジネスマナーの基本を身につける

1.プロ社会人へ一歩踏み出す

2.会社の存続・発展とあなたの役割

3.プロ社会人の仕事の基本と進め方

4.コミュニケーション力を高める

5.ビジネス文書の基本を押さえる

7.ITの活用による情報収集力の高め方

8.向上心を持ち続ける

9.働きやすい職場にするための課題と
経済・法律のキーワード

監修・執筆講師／水井正明

テキスト構成

書く力と考える力を育てる
記述式添削がオススメ！

分析結果にもとづいた行動改善に！

テキスト構成

マンガとイラストで楽しく学べます。

製造社員の基本マスターコース
物づくりの心を身につける

物づくりの意義を理解し、物をつくる喜び、
働きがいを見出すことができ、仕事が面白くなります。

テ
キ
ス
ト
構
成

受講期間／3カ月
受 講 料／お一人13,000円+税

監修／鎌田　勝　執筆講師／橋本久義（政策研究大学院大学教授）

［新版］

特色

1

「なぜ働くのか」「プロとは何か」など、
ものごとの原点を見つめる心が
しっかりと根づきます。

特色

2
自分で考える習慣がつき、
正しく判断する能力が高まります。

● なぜ、働くのか
● プロフェッショナルとは何か
● なぜ職場のルールが大切か

UNIT1  プロとしての基本
● 仕事を進める
● 物を管理する
● 人間関係をつくる

UNIT2  物づくりの基本
● 改善を進める
● 創造性を伸ばす
● 自己を高める

UNIT3  改善・創造の基本

イラストが豊富で読みやすい
テキストを通し、製造社員が
知っておくべき仕事・改善・創造の
基本がマスターできます。

特色

3

生産現場配属予定者に！❹

高卒生の方にも
学習いただけます。

通信教育・eラーニング

教材構成／ インターネット添削版
テキスト3冊・インターネット添削3回

「心が伝わる」
ビジネスマナーの基本
社会人としての心くばり、思いやりとは

監修／浅野恵以子

特色 1

特色 1 ドラマ仕立ての
ケーススタディ

受講者をWEB上で
フォローする
学習管理機能付き

ＰＣはもちろん、
スマホ・タブレットでの
学習が可能

受 講 料／お一人 6,000 円 +税
標準学習時間／6時間
サービス期間／3カ月

成果が上がりにくく殺伐としがち
な職場にあって、まわりと協調し
成果を上げるためには、相手に
好感をもたれ、信頼される企業
人になることが何よりも重要で
す。本コースでは、愛される企業
人になるためのビジネスマナー
を、映像を通してしっかり身につ
けていただけます。

動画＋オンラインテストで理解が深まるeラーニング
特色 2 特色 3

メ
ニ
ュ
ー

●企業人・社会人として働くということ
●笑顔・あいさつ・言葉づかい
●電話の受け方・かけ方の基本
●携帯電話の基本
●他社を訪問するときの基本マナー
●お客様をお迎えするときの基本マナー
●メールの基本
◎ 修了テスト（20問）

社会人
やっていいこと・悪いこと
成長できる人の考え方・行動とは？

監修／白沢節子（ビジネスコンサルタント）

特色 1
受 講 料／お一人 6,000 円 +税
標準学習時間／6時間
サービス期間／3カ月

社会人としてもっとも大切な
「信頼される」ことのベースに
なるのは、当たり前のことを当たり
前にすること、つまり社会人と
して正しい考え方・行動をする
ことではないでしょうか。本コース
では、「社会人としてやっていい
こと・悪いこと」をケーススタディ
を通じて考えます。

メ
ニ
ュ
ー

●挨拶の大切さ
●身だしなみの大切さ
●約束を守ることの大切さ
●話し方・言葉づかいの大切さ
●苦手意識をもつな
●報告の大切さ
●相談の大切さ

●自分なりに工夫することの
大切さ

●公私混同はいけない
◎ 修了テスト（20問）

❺ ❻

選べる
2つの
添削問題！



高卒生にもオススメ！❸
仕事力も成果も常識・良識があってこそ！

社会人、やっていいこと・悪いこと

社会人として大切な「常識・良識」を21のケーススタディーで学習！
特色 1特色 1 マンガ・イラストをふんだんに使い、読みやすさを重視したテキスト。

特色 2 21の各ケース、章末にある書き込み欄に自分の考え方をまとめ
記述することで、実践する力が身につきます。

特色 3 コミュニケーションレポートを活用することで、内定者の不安を解消し、
企業担当者との相互理解・信頼関係を深めることができます。

受講期間／2カ月
受 講 料／お一人9,000円+税

教材構成／ インターネット添削版
テキスト1冊・コミュニケーションレポート付
インターネット添削1回

監修／白沢節子（ビジネスコンサルタント）

第１章  社会人をはじめる前に

第2章  仕事の姿勢編

第3章  仕事の取り組み方編

第4章  職場の人間関係編

コミュニケーションレポート
内定者と企業担当者とのコミュニケーションにお役立ていただけます。

あなたの常識・良識は大丈夫？

社会人の心構えからビジネススキルの習得まで！❷
自律型プロフェッショナルへの基礎がため

めざせ！ プロ社会人。［新版］

●記述式 【思考・行動特性チェックリストの分析】

ビジネスパーソンの基礎を完全網羅！ 入社前通信教育の決定版！ 記述添削タイプも選択可能。
特色 1特色 1 「なぜ、そうするのか」「なぜ、必要なのか」の疑問に明確に答え、

確実な理解を促します。

特色 2 図表・イラストを活用し、読みやすい構成に。

特色 3 社会人としての心構えから、いま求められている実践スキルまで、
即戦力化に必要な項目を完全網羅しています。

受講期間／2カ月
受 講 料／郵便添削版  お一人12,200円+税

インターネット添削版  お一人10,600円+税

教材構成／
記述式
テキスト1冊・記述添削2回
選択式
テキスト1冊・インターネット添削2回

記述式もしくはインターネット添削式が選択可能

6.ビジネスマナーの基本を身につける

1.プロ社会人へ一歩踏み出す

2.会社の存続・発展とあなたの役割

3.プロ社会人の仕事の基本と進め方

4.コミュニケーション力を高める

5.ビジネス文書の基本を押さえる

7.ITの活用による情報収集力の高め方

8.向上心を持ち続ける

9.働きやすい職場にするための課題と
経済・法律のキーワード

監修・執筆講師／水井正明

テキスト構成

書く力と考える力を育てる
記述式添削がオススメ！

分析結果にもとづいた行動改善に！

テキスト構成

マンガとイラストで楽しく学べます。

製造社員の基本マスターコース
物づくりの心を身につける

物づくりの意義を理解し、物をつくる喜び、
働きがいを見出すことができ、仕事が面白くなります。

テ
キ
ス
ト
構
成

受講期間／3カ月
受 講 料／お一人13,000円+税

監修／鎌田　勝　執筆講師／橋本久義（政策研究大学院大学教授）

［新版］

特色

1

「なぜ働くのか」「プロとは何か」など、
ものごとの原点を見つめる心が
しっかりと根づきます。

特色

2
自分で考える習慣がつき、
正しく判断する能力が高まります。

● なぜ、働くのか
● プロフェッショナルとは何か
● なぜ職場のルールが大切か

UNIT1  プロとしての基本
● 仕事を進める
● 物を管理する
● 人間関係をつくる

UNIT2  物づくりの基本
● 改善を進める
● 創造性を伸ばす
● 自己を高める

UNIT3  改善・創造の基本

イラストが豊富で読みやすい
テキストを通し、製造社員が
知っておくべき仕事・改善・創造の
基本がマスターできます。

特色

3

生産現場配属予定者に！❹

高卒生の方にも
学習いただけます。

通信教育・eラーニング

教材構成／ インターネット添削版
テキスト3冊・インターネット添削3回

「心が伝わる」
ビジネスマナーの基本
社会人としての心くばり、思いやりとは

監修／浅野恵以子

特色 1

特色 1 ドラマ仕立ての
ケーススタディ

受講者をWEB上で
フォローする
学習管理機能付き

ＰＣはもちろん、
スマホ・タブレットでの
学習が可能

受 講 料／お一人 6,000 円 +税
標準学習時間／6時間
サービス期間／3カ月

成果が上がりにくく殺伐としがち
な職場にあって、まわりと協調し
成果を上げるためには、相手に
好感をもたれ、信頼される企業
人になることが何よりも重要で
す。本コースでは、愛される企業
人になるためのビジネスマナー
を、映像を通してしっかり身につ
けていただけます。

動画＋オンラインテストで理解が深まるeラーニング
特色 2 特色 3

メ
ニ
ュ
ー

●企業人・社会人として働くということ
●笑顔・あいさつ・言葉づかい
●電話の受け方・かけ方の基本
●携帯電話の基本
●他社を訪問するときの基本マナー
●お客様をお迎えするときの基本マナー
●メールの基本
◎ 修了テスト（20問）

社会人
やっていいこと・悪いこと
成長できる人の考え方・行動とは？

監修／白沢節子（ビジネスコンサルタント）

特色 1
受 講 料／お一人 6,000 円 +税
標準学習時間／6時間
サービス期間／3カ月

社会人としてもっとも大切な
「信頼される」ことのベースに
なるのは、当たり前のことを当たり
前にすること、つまり社会人と
して正しい考え方・行動をする
ことではないでしょうか。本コース
では、「社会人としてやっていい
こと・悪いこと」をケーススタディ
を通じて考えます。

メ
ニ
ュ
ー

●挨拶の大切さ
●身だしなみの大切さ
●約束を守ることの大切さ
●話し方・言葉づかいの大切さ
●苦手意識をもつな
●報告の大切さ
●相談の大切さ

●自分なりに工夫することの
大切さ

●公私混同はいけない
◎ 修了テスト（20問）

❺ ❻

選べる
2つの
添削問題！



研修動画データ提供のご案内

リモートワーク下でも必要な教育が可能 
全国の拠点・事業所・ご自宅でも同時に視聴可能です 

eラーニングのコンテンツ充実に
いつでも動画を視聴できるため、社員の自学自習に最適です

DVDビデオに収録している研修動画は、イントラネット等の配信に対応したデータ形式でもご提供しています。

動画を自社システム
に

組み込める！

DVDビデオ教材 講師派遣研修（オンライン可）

人事教育ご担当者のこんな悩みにお応えします。
• リモートワークで、社員を一カ所に集める「集合研修」が難しい
• テーマによっては専門家が監修した教育コンテンツが必要。社内での作成は難しい
• ケーススタディなどの素材が常に不足する
• 国内外の拠点で一斉に研修を実施したい
• 社内講師のレクチャーだけのオンライン研修は効果が疑問だ
• eラーニングシステムに載せる研修コンテンツが不足。社員の自己啓発要望に応えきれていない

ＰＨＰ研究所では、新入社員から管理職までの階層別教育やビジネススキル教育など、幅広いジャンルの社員研修用DVDを刊行しています。これら
のDVDをご購入いただいた場合、お客様からのご要望があれば、オプション（別料金）でWMV・MP4などのファイル形式に変換して納品いたします。

新入社員～若手社員を対象にしたインハウス研修のプログラム例をご紹介します。
通信教育とのセット受講がおすすめです。

対　象／新入社員～若手社員　受講料／ご要望に応じてお見積りさせていただきます　受講期間／1～2日間

「心が伝わる」
ビジネスマナーの基本
DVD 全1枚（約90分）  活用の手引き付
価格:本体 70,000円＋税
［監修］浅野恵以子

（㈱マネジメントサービスセンター チーフコンサルタント）

37774

●企業人として働くということ
●笑顔・あいさつ・言葉づかい ほか

社会人としての心くばり、思いやりとは

愛される企業人になるために！

テレワーク時代の
社会人

やっていいこと・悪いこと
DVD 全1枚（約58分）  活用の手引き付
価格:本体 60,000円＋税
［監修］岩田松雄（㈱リーダーシップコンサルティング代表）

39582

製造社員
やっていいこと・悪いこと
ものづくりに求められる“現場のキホン”
DVD 全2枚（1枚 約35～40分）  各活用の手引き付
セット価格:本体 70,000円＋税
単品価格:本体 35,000円＋税
［編］PHP研究所

37875・37876

●［Disc1］社会人のマナー・現場のルール
●［Disc2］仕事のチームワーク・現場改善

一流の製品は、一流の製造社員から
生まれる！

ほか
●少しくらいルールを破ってもかまわない！？
●情報共有はなぜ必要！？

上司や先輩がそばにいない！
その時に何を考え、どう行動すべきか？

❶ ❷ ❸

受講対象

新入社員 ビジネスマナー研修
● 開講9：00
【はじめに～ビジネスは、信頼がすべて】
・企業人にとって大切なこと――愛される存在になること（DVD視聴）
・ビジネスマナーの基本と考え方（討議と解説）

【言葉づかいと敬語の基本】
・会話のマナー（解説）
会話をしよう／会話のエチケットとルール
・言葉づかいの基本（解説）
言葉づかいのポイント／感じのよい言葉づかい　ほか
・敬語の基本知識（解説と演習）
敬語の基本は3種類／敬語の正しい使い方　ほか

【ビジネス文書の基本とＥメールのマナー】
・ビジネス文書の基本知識（解説）
文書とは何か／文書の役割と意義／文書の種類／文書の3要素
・解説―ビジネス文書作成の基礎知識（解説）
「よい文書」の3条件／文書の基本形／文書作成の留意点／
Ｅメールに関する留意点
・文書チェックと修正演習（演習）
＊誤りや不適切な表現などが含まれる文書例をチェックする演習
・まとめ
ビジネス文書の重要性の念押し　ほか

● 閉講17：30

・社内の人やお客様から信頼されるような仕事の進め
方を意識することが成長につながること。そのために
は好感のもたれるマナーの修得が重要であることを
認識する

・ビジネスコミュニケーションにおいてもマナーが重要であることを認識し、
言葉づかいと敬語の基本を再確認する

・ビジネス文書の重要性と基礎知識について理解する

・Ｅメールに関してはマナーの観点からもあるべき姿を理解する

・御社の定型フォーム（報告書など）を使用し「間違い探し方式」で実践演習
を行う

〈学習のねらい〉

受講対象

若手社員 ビジネス“プロ”マインド研修

2日目
● 開講／講話／オリエンテーション9：00
４．「価値の壁」
・【ワーク】価値を生み出す（1日目の続き）
・プレゼンテーションスキル（解説+実践）
・合同プレゼンテーション
・総合ワークの振り返りと相互フィードバック
・プロとアマ
・プロフェッショナルの条件

５．「自身の壁を超える」
・愛される人財になるために
・今後に向けて
・個人宣言（個人の取組課題テーマを発表）
・２日間の研修を振り返って
・研修のまとめ

● 閉講18：00

・2日目のスタートにあたり、研修の目的やルールを再確認する
・総合ワークの続きを実践する
・ワークの進行中には、日常の仕事と同様に突発的なタスクが降りかかる。また午後のワークに
向けてプレゼンテーションスキルを習得する
・各チームからプレゼンテーションを実施。総合ワーク全体を振り返り、各自の行動について相互
フィードバックを行う
・プロフェッショナルとは何か、検討を行う

・自己の課題について振り返り、どこに問題があるのかを含めて検討・修正する。また今後実践して
いく上での計画性（時間軸、障害の克服、意思）も検討する
・研修の最後に、現時点での課題テーマと今後の成長に向けた行動を全員の前で発表し、実施に
向けたコミットメントを行う

〈学習のねらい〉

1日目
● 開講／講話／オリエンテーション9：00
１．「自分自身の課題と挑戦を決める」
・私自身の問題・課題とは
・若手社員に求められる力
・仕事の進め方

２．「仕事の壁」
・仕事の進め方の基本
・【ワーク】タスク・ジェネレーション　ほか

３．「会社の壁、お客様の壁」
・会社とは価値を創造する場
・お客様のニーズとは
・【ワーク】価値を生み出す

● １日目終了18：00

・研修目的を明確にすることで、前向きに研修に向かうマインドセットを行う
・現時点での自分自身の課題を明確にし、これを克服するための２日間のストレッチ目標を設定。
チャレンジ意欲を高める
・仕事の進め方を、協業ワークの体験を通じて学習する
・仕事をシミュレーションした総合ワークを2日間かけて実施する（5人1グループ）
①目的、役割認識、達成ゴール
②プロセス管理（PDCA、報連相）
③基本行動

・上司やお客様（別講師）から認められないという状況をつくり、そのときどうすべきか、自分たち
で最適解を見つけていく
・役割は抽選にて決定（苦手に挑戦）

〈学習のねらい〉

④主体性・チームワーク
⑤相手思考
⑥付加価値提供

⑦自主責任意識・熱意

詳しくは
QRから

メリット

※通信教育『仕事の基本とビジネスマナー』を
　研修テキストとして連動可



研修動画データ提供のご案内

リモートワーク下でも必要な教育が可能 
全国の拠点・事業所・ご自宅でも同時に視聴可能です 

eラーニングのコンテンツ充実に
いつでも動画を視聴できるため、社員の自学自習に最適です

DVDビデオに収録している研修動画は、イントラネット等の配信に対応したデータ形式でもご提供しています。

動画を自社システム
に

組み込める！

DVDビデオ教材 講師派遣研修（オンライン可）

人事教育ご担当者のこんな悩みにお応えします。
• リモートワークで、社員を一カ所に集める「集合研修」が難しい
• テーマによっては専門家が監修した教育コンテンツが必要。社内での作成は難しい
• ケーススタディなどの素材が常に不足する
• 国内外の拠点で一斉に研修を実施したい
• 社内講師のレクチャーだけのオンライン研修は効果が疑問だ
• eラーニングシステムに載せる研修コンテンツが不足。社員の自己啓発要望に応えきれていない

ＰＨＰ研究所では、新入社員から管理職までの階層別教育やビジネススキル教育など、幅広いジャンルの社員研修用DVDを刊行しています。これら
のDVDをご購入いただいた場合、お客様からのご要望があれば、オプション（別料金）でWMV・MP4などのファイル形式に変換して納品いたします。

新入社員～若手社員を対象にしたインハウス研修のプログラム例をご紹介します。
通信教育とのセット受講がおすすめです。

対　象／新入社員～若手社員　受講料／ご要望に応じてお見積りさせていただきます　受講期間／1～2日間

「心が伝わる」
ビジネスマナーの基本
DVD 全1枚（約90分）  活用の手引き付
価格:本体 70,000円＋税
［監修］浅野恵以子

（㈱マネジメントサービスセンター チーフコンサルタント）

37774

●企業人として働くということ
●笑顔・あいさつ・言葉づかい ほか

社会人としての心くばり、思いやりとは

愛される企業人になるために！

テレワーク時代の
社会人

やっていいこと・悪いこと
DVD 全1枚（約58分）  活用の手引き付
価格:本体 60,000円＋税
［監修］岩田松雄（㈱リーダーシップコンサルティング代表）

39582

製造社員
やっていいこと・悪いこと
ものづくりに求められる“現場のキホン”
DVD 全2枚（1枚 約35～40分）  各活用の手引き付
セット価格:本体 70,000円＋税
単品価格:本体 35,000円＋税
［編］PHP研究所

37875・37876

●［Disc1］社会人のマナー・現場のルール
●［Disc2］仕事のチームワーク・現場改善

一流の製品は、一流の製造社員から
生まれる！

ほか
●少しくらいルールを破ってもかまわない！？
●情報共有はなぜ必要！？

上司や先輩がそばにいない！
その時に何を考え、どう行動すべきか？

❶ ❷ ❸

受講対象

新入社員 ビジネスマナー研修
● 開講9：00
【はじめに～ビジネスは、信頼がすべて】
・企業人にとって大切なこと――愛される存在になること（DVD視聴）
・ビジネスマナーの基本と考え方（討議と解説）

【言葉づかいと敬語の基本】
・会話のマナー（解説）
会話をしよう／会話のエチケットとルール
・言葉づかいの基本（解説）
言葉づかいのポイント／感じのよい言葉づかい　ほか
・敬語の基本知識（解説と演習）
敬語の基本は3種類／敬語の正しい使い方　ほか

【ビジネス文書の基本とＥメールのマナー】
・ビジネス文書の基本知識（解説）
文書とは何か／文書の役割と意義／文書の種類／文書の3要素
・解説―ビジネス文書作成の基礎知識（解説）
「よい文書」の3条件／文書の基本形／文書作成の留意点／
Ｅメールに関する留意点
・文書チェックと修正演習（演習）
＊誤りや不適切な表現などが含まれる文書例をチェックする演習
・まとめ
ビジネス文書の重要性の念押し　ほか

● 閉講17：30

・社内の人やお客様から信頼されるような仕事の進め
方を意識することが成長につながること。そのために
は好感のもたれるマナーの修得が重要であることを
認識する

・ビジネスコミュニケーションにおいてもマナーが重要であることを認識し、
言葉づかいと敬語の基本を再確認する

・ビジネス文書の重要性と基礎知識について理解する

・Ｅメールに関してはマナーの観点からもあるべき姿を理解する

・御社の定型フォーム（報告書など）を使用し「間違い探し方式」で実践演習
を行う

〈学習のねらい〉

受講対象

若手社員 ビジネス“プロ”マインド研修

2日目
● 開講／講話／オリエンテーション9：00
４．「価値の壁」
・【ワーク】価値を生み出す（1日目の続き）
・プレゼンテーションスキル（解説+実践）
・合同プレゼンテーション
・総合ワークの振り返りと相互フィードバック
・プロとアマ
・プロフェッショナルの条件

５．「自身の壁を超える」
・愛される人財になるために
・今後に向けて
・個人宣言（個人の取組課題テーマを発表）
・２日間の研修を振り返って
・研修のまとめ

● 閉講18：00

・2日目のスタートにあたり、研修の目的やルールを再確認する
・総合ワークの続きを実践する
・ワークの進行中には、日常の仕事と同様に突発的なタスクが降りかかる。また午後のワークに
向けてプレゼンテーションスキルを習得する
・各チームからプレゼンテーションを実施。総合ワーク全体を振り返り、各自の行動について相互
フィードバックを行う
・プロフェッショナルとは何か、検討を行う

・自己の課題について振り返り、どこに問題があるのかを含めて検討・修正する。また今後実践して
いく上での計画性（時間軸、障害の克服、意思）も検討する
・研修の最後に、現時点での課題テーマと今後の成長に向けた行動を全員の前で発表し、実施に
向けたコミットメントを行う

〈学習のねらい〉

1日目
● 開講／講話／オリエンテーション9：00
１．「自分自身の課題と挑戦を決める」
・私自身の問題・課題とは
・若手社員に求められる力
・仕事の進め方

２．「仕事の壁」
・仕事の進め方の基本
・【ワーク】タスク・ジェネレーション　ほか

３．「会社の壁、お客様の壁」
・会社とは価値を創造する場
・お客様のニーズとは
・【ワーク】価値を生み出す

● １日目終了18：00

・研修目的を明確にすることで、前向きに研修に向かうマインドセットを行う
・現時点での自分自身の課題を明確にし、これを克服するための２日間のストレッチ目標を設定。
チャレンジ意欲を高める
・仕事の進め方を、協業ワークの体験を通じて学習する
・仕事をシミュレーションした総合ワークを2日間かけて実施する（5人1グループ）
①目的、役割認識、達成ゴール
②プロセス管理（PDCA、報連相）
③基本行動

・上司やお客様（別講師）から認められないという状況をつくり、そのときどうすべきか、自分たち
で最適解を見つけていく
・役割は抽選にて決定（苦手に挑戦）

〈学習のねらい〉

④主体性・チームワーク
⑤相手思考
⑥付加価値提供

⑦自主責任意識・熱意

詳しくは
QRから

メリット

※通信教育『仕事の基本とビジネスマナー』を
　研修テキストとして連動可



〈通信教育・eラーニング〉

①［新版］仕事の基本とビジネスマナー
②［新版］めざせ！ プロ社会人。
③ 社会人、やっていいこと・悪いこと
④［新版］製造社員の基本マスターコース

⑤「心が伝わる」ビジネスマナーの基本
⑥ 社会人 やっていいこと・悪いこと

通 信 教 育

東日本 〒135-8137 東京都江東区豊洲5-6-52  NBF豊洲キャナルフロント
TEL 03（3520）9633　FAX 03（3520）9648 西日本 〒601-8411 京都市南区西九条北ノ内町11

TEL 075（681）5419　FAX 075（681）5699

お問い合わせは…株式会社PHP研究所 第二事業普及本部

PHP研究所

新入社員教育から管理職・経営者研修まで、
人材開発をトータルにサポートしますPHP人材開発 https://hrd.php.co.jp/

内定者～新入社員向け
教育支援コンテンツのご案内

社会人意識の醸成、ビジネスマナーの習得、主体性の獲得…
PHPの教育支援は、皆様を勇気づけ、
人間的な成長にも貢献します。

メールアドレス … sangyo@php.co.jp

公開研修（集合研修／オンライン研修）

❷

対象／新入社員　　受講期間／1日間　　総学習時間／7.25時間　　受講料／40,000円+税（資料代含む）

新入社員研修 フォローアップコース
会社生活の振り返りと、仕事の基本の確立

COURSE CONCEPT Program
※開催決定後、担当窓口の方に事前課題をお届けします。事前課題

● 開講
アイスブレイク／オリエンテーション／グループ内自己紹介

9：30

● これまでの会社生活の振り返りと共有
・成長した点  ・現在の問題、課題

10：00

● 仕事力の見直しと強化を図る
・仕事の進め方の基本  ・ビジネスマナーの見直し

● 若手社員に求められること
● なりたい自分に向かう課題の設定
・一年後のありたい姿と、その実現のための課題
・決意発表と相互アドバイス

13：00

● 閉講17：30

（昼食休憩：45分）

自分自身の現状分析シートの記入
自らの初心を確認し、やる気を高める
１．自身の現状を客観視し、課題の整理を行う
２．仕事力の基本の強化
３．モチベーションの喚起

モチベーション

鏡に映った自分の客観視

将来、
どうなり
たいか？

自分の
強み・
弱みは？仕事力の

現状は？

ビジネスマナー研修／ビジネス“プロ”マインド研修

〈講師派遣研修（オンライン可）〉

①「心が伝わる」ビジネスマナーの基本
②テレワーク時代の 社会人 やっていいこと・悪いこと
③製造社員 やっていいこと・悪いこと
【研修動画データ提供のご案内】

〈DVDビデオ教材〉

①新入社員研修
②新入社員研修 フォローアップコース

〈公開研修（集合研修／オンライン研修）〉

eラーニング

❶

対象／新入社員（18歳以上）　　受講期間／3日間　　総学習時間／21.75時間　　受講料／55,000円+税（資料代含む）

新入社員研修「愛される」社会人になるために
※セミナー風景をご覧いただけます

COURSE CONCEPT

「愛される」社会人になるために

好感の
もてる
ふるまい

素直な心

奉仕の
精神

感謝の
気もち

愛されるポイントは、
相手目線ということ。
相手がどうすれば喜ぶか、
どういう振る舞いをすれば
相手に好感をもってもらえるか、
常に相手の立場に立って
考え行動することが大切です。

Program
● 開講
● 社会人としての心得

● ビジネスマナーの基本①
● 仕事の基本心得①

1日目

● 前日の振り返り/スピーチ演習
● 仕事の基本心得②
● ビジネスマナーの基本②
● ビジネスコミュニケーション力の向上①

2日目

● 前日の振り返り
● ビジネスコミュニケーション力の向上②
● 仕事の基本心得③
● 仕事を通じて成長するためのスタンス
● 社会人の基本心得と素直な心
● ３日間の振り返りと職場実践課題
● 閉講

3日目
（昼食休憩：45分）

（昼食休憩：45分）

（昼食休憩：45分）

4月上旬開催

9月・12月開催

※プログラムは一部変更になる場合があります。

※プログラムは一部変更になる場合があります。

集合 オンライン

集合 オンライン

2022.05

さらなる成長と離職防止のためにセット受講がおすすめです。※セット割引あり

WEB版


