
各階層で求められるスキルをバランスよく配したプログラム
実務を想定して、各階層にて必要となる考え方やスキルをプログラムに組み込みます。
職場に戻ってすぐに活用できる実践的な内容です。

参加者同士で「気づき」を交換するアクティブな学びの場
講師がファシリテーターとなり、参加者同士が討議やグループワークの中で

自ら気づきを得られるように研修を進めます。

多様な講師・参加者から受ける刺激
マネジメント経験や専門知識豊富な講師陣から得られる刺激はもちろん、
他業種の参加者との交流は、
自身や自社のビジネスに対してたくさんの気づきを与えてくれます。

研修ご担当者の負担を大幅に軽減します
貴社の事務負担は、受講者名簿の提出まで。
その先の研修実施に係る業務は、全て日鉄総研が行います。

変革の時代をリードする、お客様の人材育成をご支援致します。

ニーズの高い階層別研修を中心に、1名様からご参加可能な「公開研修」
「ライン部門」系、「スタッフ部門」系の各種プログラムをご用意。

他流試合の研修によって得られる刺激や参加者同士の交流が、研修効果を高めます。

お客さまのご要望に応じ、企画・実施させていただく「オーダーメイド研修」
貴社へ最適化したオリジナルの研修をコーディネートいたします。

研修の企画は、貴社の人材育成に関する”お悩み”を伺うことから。

”お悩み”に対する解決策を盛り込んだ研修により、研修⇔職場を結びつけ、翌日からの仕事に活かせます。

ニーズに合わせて 選べる 研修形態

NSRIは 日本製鉄グループの人材育成会社です
日本製鉄グループをはじめ一般企業各社約400社様と取引実績

集合研修
会場に集まって研修を

受講する学習形態

オンライン研修
遠隔地から

ビデオ会議ツールを
用いて研修に参加する

学習形態

通信教育
テキストを読んで、

自身でワークシートに
取り組む学習形態

日鉄総研 ご採用の メリット

日鉄総研株式会社（NSRI）
ビジネスソリューション部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル9階
TEL：03-3213-8587 FAX：03-3213-8790
Email：ikusei@nsri.nipponsteel.com
https://nsri.nipponsteel.com

研修名 日数 開催地 開催日

管
理
職
補
佐

管理職補佐研修 3日間 大阪
①7/13(水)～7/15(金)
②9/7(水)～9/9(金)
③11/16(水)～11/18(金)

管理職補佐研修(オンライン) 各1日 オンライン

【マネジメント基礎編】
①6/20(月) ②10/25(火)
【問題形成･組織力編】
①7/25(月) ②12/19(月)

【人間関係･人材育成･リスクマネジメント編】
①8/26(金) ②1/17(火)

新
任管

理
職

新任管理職研修
(ベーシックマネジメントセミナー)

※状況によりオンライン研修に変更することがあります
2日間 東京 ①6/16(木)～6/17(金)

②12/8(木)～12/9(金)

管

理

職

管理職研修 2日間
大阪
東京
大阪

北九州

【大阪】①8/22(月)～8/23(火)
【東京】②10/20(木)～10/21(金)
【大阪】12/15(木)～12/16(金)
【北九州】2/9(木)～2/10(金)

管理職研修(オンライン) 各1日 オンライン
【役割再確認･マネジメント実践編】

①6/13(月) ②10/7(金)
【人財･リスクマネジメント実践編】

①7/8(金) ②11/10(木)

専
門
別
・
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

ロジカル＆クリティカルシンキング研修
(オンライン) 1日 オンライン ①6/17(金) ②1/20(金)

営業基礎力養成研修 1日 東京
名古屋

【東京】6/15(水)
【名古屋】10/19(水)

営業力強化研修 1.5日 東京 6/9(木)～6/10(金)

営業マネージャー研修 1.5日 東京 5/19(木)～5/20(金)

財務会計研修
※状況によりオンライン研修に変更することがあります 2日間 東京 1/19(木)～1/20(金)

アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)研修
(オンライン) 1日 オンライン ①6/10(金) ②12/12(月)



研修名 日数 開催地 開催日

新
入
社
員

新入社員研修【関東コース】
※オンライン研修と集合研修を同日開催 2日間 東京

オンライン 4/4(月)・4/5(火)

新入社員ビジネスライティング研修
(オンライン) 1日 オンライン 4/6(水)

東日本製鉄所見学会[君津地区]
【関東コース】 0.5日 君津

①4/6(水)午前 ②4/6(水)午後
③4/7(木)午前 ④4/7(木)午後
⑤4/8(金)午前 ⑥4/8(金)午後

新入社員フォローアップ研修【関東コース】
※オンライン研修と集合研修を同日開催 1日 東京

オンライン 11/11(金)

新入社員研修【関西コース】 3日間 大阪 4/6(水)・4/7日(木)・4/8(金)

関西製鉄所見学会[和歌山地区]【関西コース】 0.5日 和歌山 4/11(月)

新入社員フォローアップ研修【関西コース】 1日 大阪 3/17(金)

新
人指

導
員

新人指導員養成研修 1日 大阪 3/10(金)

新人指導員養成研修(オンライン) 1日 オンライン ①1/19(木) ②2/8(水)

キ
ャ
リ
ア

採
用
社
員

キャリア採用者研修
※状況によりオンライン研修に変更することがあります 1日 東京 9/5(月)

キャリア採用者フォローアップ研修 1日 東京 12/9(金)

中
堅
社
員

中堅社員研修 2日間 大阪
東京

【大阪】9/12(月)～9/13(火)
【東京】2/16(木)～2/17(金)

中堅社員研修(オンライン) 各1日 オンライン 【課題解決編】①7/11(月) ②10/24(月)
【後輩指導編】①9/26(月) ②11/14(月)

監

督

者

監督者研修[初級] 2日間
大阪
東京

燕三条

【大阪】①8/8(月)～8/9(火)
【東京】②1/12(木)～1/13(金)
【燕三条】③2/14(火)～2/15(水)

監督者研修[初級](オンライン) 各1日 オンライン

【監督者の使命編】
①9/15(木) ②11/11(金)
【QC管理手法基礎編】
①10/17(月) ②12/13(火)

監督者研修[上級] 3日間 東京
大阪

【東京】①6/22(水)～6/24(金)
【大阪】②12/7(水)～12/9(金)

監督者研修[上級](オンライン) 各1日 オンライン

【監督者のマネジメント編】
①7/12(火) ②10/18(火)

【監督者のリーダーシップ編】
①8/24(水) ②11/15(火)
【監督者の職場運営編】
①9/16(金) ②1/16(月)

2022年度 公開研修開催スケジュール研修プログラム体系表

公開研修プログラム体系表 (※)スケジュールは次ページ以降をご覧ください。

■お申し込みに関して
①弊社HP(https://nsri.nipponsteel.com)よりお申し込み下さい。
②受け付けは先着順です。研修開催日の約1ヶ月前がお申し込

み締切日です。
③お申し込み受付完了後、受講案内等を申込みご担当者様宛に

お送りいたします。研修開催2週間前を過ぎても書類が届か
ない場合は、お手数ですがご一報下さい。

④お申し込み人数が最小催行人数に達しない場合は、やむを得
ずセミナーを中止する場合がございます。予めご了承下さい。

お申し込みの変更・キャンセル
・受講日程変更：キャンセル料不要(1回限り) ※7日前までにご連絡ください。
・研修開催日の15日前まではキャンセル料不要です。研修開催日の14日前からは、以下の通りキャンセル料を申し受けます。

【キャンセル料】 14日前～10日前・・・・・受講料20％ 9日前～当日・・・・・全額
※上記規定に関わらず、テキスト事前送付の場合はテキスト代(実費)を申し受けます。
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