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新入社員インターネットセミナー 
 

〈〈オオンンデデママンンドド配配信信〉〉  

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため「新入社員研修」を中止とさせていただきま

したが、今般オンラインにて「新入社員インターネットセミナー〈オンデマンド配信〉」

を実施します。新人教育の１コマとしてご活用ください。 
 

 

◆◆配配信信期期間間 2020年5月1日(金) ～ 7月31日(金) 
◆◆受受 講講 料料  １アカウントにつき5,500円（税込）  

（１アカウントで複数人の同時視聴が可能です） 
◆◆申申込込方方法法  当所ＨＰよりＷｅｂ申込、またはＦＡＸ申込 

 

【【ポポイインントト１１】】  動動画画研研修修ががククリリッッククひひととつつでで視視聴聴可可能能！！ 
ＰＣやスマホ・タブレット（アンドロイド・ｉＰｈｏｎｅ対応）から専用サイトにアクセスすれば、 
選択したコンテンツがクリックひとつで視聴できます（ご利用にはＩＤとパスワードが必要です）。 

 

【【ポポイインントト２２】】  何何時時ででもも・・何何処処ででもも・・何何度度ででももごご利利用用いいたただだけけまますす！！ 
時間・場所を問わずアクセス可能なインターネットの特性をいかし24時間利用可能。 
受講者の都合にあわせて何度でも繰り返し視聴することができます。 

 

【【ポポイインントト３３】】  「「新新入入社社員員研研修修」」にに必必要要ななカカリリキキュュララムムをを厳厳選選ししてて配配信信！！ 
マインド・ビジネスマナー・コミュニケーションをはじめ「新入社員研修」としての必須カリキュラム 
や実際の現場で役に立つ「パソコン基礎講座」など厳選したコンテンツをラインアップしました。 

  

新新入入社社員員イインンタターーネネッットトセセミミナナーー〈〈オオンンデデママンンドド配配信信〉〉ととはは 
「新入社員インターネットセミナー〈オンデマンド配信〉」では、新入社員が社会人としての
自覚や、マナーの基本が学べる 1166講講座座のカリキュラムを体系的にラインアップしています（１
アカウントで全講座視聴可能）。視聴されたいセミナーをパソコンやスマートホン、タブレット
から選んでいただければ、期期間間内内なならら繰繰りり返返しし学習できます。 
基本的なビジネスマナーやスキルだけでなく、主体的に仕事に取り組む姿勢や、パソコン基礎
スキルなどもご用意しました。 

緊緊急急開開催催  



 

●お申込み要領 
①当所ＨＰよりお申込みください。（「参加申込書」をＦＡＸでお送りいただいても結構です） 
②お申し込み後、ログインＩＤとパスワードをご案内します。ご請求書は、後日別途郵送いたします。 

  参参加加申申込込書書((  新新入入社社員員イインンタターーネネッットト  ))  

ＦＦＡＡＸＸ  ００５５４４－－２２５５００－－８８７７７７００                                        静静岡岡経経済済研研究究所所  行行  

  貴社名 
 

業種  電話  

ご住所 
〒 

ＦＡＸ  

連絡ご担当者 

メールアドレス 
 

会員区分 
(いずれかに○) 

維持会員 賛助会員 非会員 連絡 
ご担当者 

（所属・氏名） 

 
 
・当所では、個人情報の保護に関する法律（2003 年５月 30 日法律第 57 号）に基づき、セミナーにお申込いただいた皆様の個人情報を取り扱っております。 
詳細につきましては、当所ホームページ（http://www.seri.or.jp）「プライバシーポリシー」にてご確認下さい。 

おお問問いい合合わわせせ先先  一般財団法人静岡経済研究所 セミナー担当

ＴＥＬ ０５４－２５０－８７５０ 静岡市葵区追手町１－13 アゴラ静岡５階 

■カリキュラム 
  

No.  カテゴリ セミナータイトル 講師 時間 

1  マインド 社会人としての心構え 北 宏志 全 47分 

2  マインド 新入社員 ３つの心得 五味 栄里 全 13分 

3  ビジネスマナー ビジネスマナーの基礎講座 高久 尚子 全 58分 

4  ビジネスマナー 社会人としての身だしなみ 五味 栄里 全 49分 

5  ビジネスマナー 
新入社員向けビジネスマナー                     

 お客様に信頼される社員になる３つの切り札 
七條 千恵美 全 38分 

6  コミュニケーション 
相手を不快にさせない言葉遣いの実践講座            

～基本マナーを身につける～ 
池田 泰美 全 52分 

7  電話応対 電話応対マナー 大井 澄子 全 61分 

8  電話応対 
ワンランク上の電話応対マナー                   

～苦手意識を克服する６つのポイント～  
大井 澄子 全 51分 

9 コミュニケーション 
心を届けるビジネスメールの基礎知識               

～ことばを通して良好なコミュニケーション力をつける～  
高嶋 幸太 全 48分 

10 コミュニケーション わかりやすい伝達方法 ～ロジカルコミュニケーション～  五味 栄里 全 17分 

11 コミュニケーション 
「伝える」から「伝わる」へ                       

～「当たり前」を見直すだけで人間関係は劇的に変わる！～ 
山本 衣奈子 全 41分 

12 コミュニケーション 感じのよい話し方講座 ～思いを伝える言葉づかいとは～ 竹内 智子 全 25分 

13 マインド 新社会人にエール！  五味 栄里 全 2分 

14 パソコンスキルアップ 社会人必須！「出張報告書」の作成から学ぶ社内文書の作り方 岩見 誠 全 20分 

15 パソコンスキルアップ 
新社会人なら必須！ エクセルビジネス活用講座        

～日々の業務に使える 15 の技～ 
岩見 誠 全 34分 

16 マインド 新入社員研修フォローアップ研修 北 宏志 全 40分 

※掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。 
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WEB申し込み受付中! !


