内 定 者 教 材 キ ッ ト の 決 定 版！

前向き力
小林りんさん

上原浩治さん

考える力
森川 亮さん

江口ともみさん

数字力
塩谷 薫さん

関根 勤さん

実行力
鈴木おさむさん

舟山久美子さん

ことば 力
垣内俊哉さん
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高橋真麻さん

ビジネス準 備ワークブック

ビジネス準 備ワークブック

〈本編〉入社までに育んでおきたい５つの力を鍛える

〈特別付録〉実務スキルで入社後のスタートダッシュをサポート

当教材は、
ビジネスに必要な
『5つの力』
を、
内定者の皆さんに入社までの準備期間のなかで、
認識し、
理解し、
実践していた

UPcomerkitでは本編の５冊に加え、実務的なスキルであるビジネスマナーやPCスキル、ストレスマネジメントについて

だくことを最大の狙いとしております。内定期間中に良い準備ができていると、それが入社時の自信につながり、職場への

学習できる特別付録をご用意しております。

スムーズな適応や、各種の研修・教育の成果アップという形で表れます。当教材の本編5大テーマを解説するのは、いずれ
もベストセラービジネス書籍を手がける有名著者の皆さん。講演や研修経験も豊富なこれらの先生方の導きは、本質的で
ありかつ実践的です。必ずや内定者の皆さんの、
これからはじまる仕事人生の大きな財産になることと確信しております。

1巻「前向き力」

セルフマネジメント・モチベーションマネジメント

2巻「考える力」

３巻「数字力」

質問力・行動力・振り返り力

数字を読む・数字を操る・数字を作る

入社前に抱いていた希望や理想通りの仕事が、入

２巻では自分らしく成長していくために必要な
「考え

３巻ではビジネスパーソンにとって欠かせない能力

社後すぐにできるとは限りません。しかし、成功する

る力」
について解説します。ビジネスで活躍する条

である
「数字力」の伸ばし方を伝授します。数字に強

ビジネスパーソンはどんな仕事でも楽しむチカラ

件である
「自分で考える」
という能力を身につけ、ビ

くなることで、できるビジネスパーソンが必ず身に

「前向き力」でこれを乗り越えています。
１巻では仕
事を前向きに楽しむコツについて解説します。

つけている
「説得力」
「 発想力」
「 目標達成力」のアッ
プを目指します。

5巻「ことば力」

開始力・計画力・継続力

要約力・メール力・情報収集力

やろうと思っても実行にうつせない経験は誰にでも

伝えたいことを
「あるがまま」
に伝えるために必要不

あるのではないでしょうか。しかし、ビジネスの世界

可欠な「ことば力」。ことばを適切に扱う能力は、全

ではこれまで以上に
「実行力」が求められます。
４巻

てのスキルの核になるといっても過言ではありませ

では心理学的なアプローチから、実行力の鍛え方を

ん。
５巻では、仕事をスムーズに進めるためのカギと

紹介します。

なる
「ことば力」
を向上させる方法を学習します。
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1巻を
試し読みできます
http://hrd.mynavi.jp/upcomerkit/sample/#page=1

N EW

ビジネスマナーブック

ストレスマネジメントブック

内定者には馴染みのないビジネスマナーを、イラス

学生から社会人へ変化していく期間は、非常にストレ

トや図を用いながらわかりやすく解説します。実務で

スのかかりやすい時期でもあります。そのようなスト

となる
「基本編」
と、実際の職場での利用シーンを想

起こりがちな状況への対応も解説しており、実務に

レスとうまく付き合っていく方法を伝授いたします。

定した
「実践編」
の2つのパートに分かれています。

しっかり生かせる内容です。

ビジネスパ ーソンには必 須 の「 E x c e l 」
「Word」
「PowerPoint」
のスキルが学習できます。土台固め

＋

さらに！「電子ブック」
「ビジネステンプレート」
「ビジネスマナー映像」の３つの
コンテンツで内定者を強力サポート！
詳しくはP 6〜7へ▶

セット内容

４巻 「実行力」

ジネスの世界で自由自在に羽ばたけるようになるこ
とをねらいとしています。

ビジネスPCスキルブック

★ 本 編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 6 ペ ージ（５冊 ）
★ビジ ネ ス P C ス キ ルブック・・・・・・・・・・5 6 ペ ージ（３冊 ）
★ビジ ネ ス マ ナ ーブック・・・・・・・・・・・・・3 2 ペ ージ（ 1 冊 ）
★ ストレ ス マ ネ ジメントブック・・・・・・・3 2 ペ ージ（１冊 ）

★ W E B コ ン テ ン ツ 案 内 チ ラ シ・・・・・・・・・・・・・・1 枚
（WEBコンテンツ内容） ・電子ブック
（本編）
・ビジネステンプレート
・ビジネスマナー映像

価格：１セット 8,000円(税別)＋送料
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ビジネス準備ワークブック〈本編掲載内容〉

さん

アナウンサー・タレント

高橋真麻

失敗するからこそ、大事なことに気づく
小さな失敗を恐がらず、チャレンジしよう

セルフマネジメント・
モチベーションマネジメント

質問力・行動力・振り返り力

数字を読む・
数字を操る・数字を作る

開始力・計画力・継続力

仕事を楽しむことで自然と前向きになる

考える力を高めて自分らしく成長しよう

数字力を向上させよう

実行力を磨いて良い習慣をつくろう

全スキルの核となることば力を磨こう

「厳しい仕事」
さえ、楽しく感じるように変える力、
それが
「前向き力」
です。
この力を身につけることが、
ビジネスの世界で
成功するためにとても大切です。

良い仕事をするには、実際に自分で行動し、
そこから教
訓を学び、仮説を立て、次の行動に生かすことが必要。この一
連のプロセスとそれに必要な能力を身につけましょう。

数字とは
「究極の具体化」。数字が掴めるようになれば
「説得力」や「発想力」、
「目標達成力」
などビジネスパーソンに
不可欠な力が一気にアップします。

本当の意味での実行力を身につけるには、
「はじめる
力」
「 計画を立てる力」
「 継続する力」
が伴っていなくてはいけま
せん。実行力を鍛え、
良い習慣を獲得しましょう。

ことば がなければ、情報伝達をすることはできません。
全スキルの核ともいえる「ことば力」を、
「要約力」
「メール力」
「情報収集力」の３つの視点から指南していきます。

★効果的な学習サイクル ★STEP１．
質問力を身につけよう
！
★STEP２．
行動力を高めよう
！
★STEP３．
振り返り力を高めよう
！
★4つのモデルケース ★推薦書籍

★数字は究極の具体化だ！ ★STEP1．
数字を把握しよう
！
★STEP2．
数字と数字を関連づける ★STEP3．
数字を作る
★「定点観測」
したい4つの数字 ★推薦書籍

★実行力とは ★STEP1．
開始力を刺激してフットワークを高める
★STEP2．
無駄のない計画力で効率良く行動しよう
★STEP3．
継続力を育てれば良い習慣を獲得できる
★実行力をアップさせる４つのコツ ★推薦書籍

概要

★仕事の甘みと苦味 ★仕事を楽しむための代表的な技術
★STEP１．
これからやる仕事の価値を、再確認しよう
！
★STEP２．
自ら学ぶチカラを身につけよう
！
★STEP３．
目標を立てる習慣を身につけよう
！ ★推薦書籍

中堅中小企業に対し、経営戦略立案、
モチベーション・楽しさ創造力
向上研修、
ビジネステクノロジー＆
Ｉ
Ｔのコンサルティングなどを行う。
主な
著書

●
●

部下の
「やる気」
を育てる！
モチベーションが上がるワクワク仕事術

悲観的な気分にひたらず
意志と行動で
楽観しよう
学校法人インターナショナル
スクール・オブ・アジア軽井沢
代表理事

小林りんさん

概要

［講師］清宮 普美代
株式会社ラーニングデザインセンター代表取締役
ジョージワシントン大学大学院にて、人と組織の開発手法アクションラーニ
ング
（AL）の日本組織導入について研究を重ね、帰国後、経営幹部、
マネー
ジャー層を対象とした人材開発プログラムの設計、導入を数多く手がける。
主な
著書

質問会議 チーム脳にスイッチを入れる！
「チーム脳」
のつくり方
〜成果を上げつづけるリーダーの仕事術〜

●
●

概要

［講師］小宮一慶
小宮コンサルタンツ代表／明治大学会計大学院特任教授
企業規模や業種を問わず、幅広くコンサルティング活動を行うほか、
明治大学会計大学院にて原価管理などの講義も担当。多くのベス
トセラービジネス本を手がける。
主な
著書

ビジネスマンのための
「数字力」
養成講座
ビジネスマンのための
「発見力」
養成講座
● 日本経済が手にとるようにわかる本
●
●

概要

［講師］瀧本 孝雄

概要

★ことば力とは ★STEP１．
要約力で情報伝達をスムーズに
★STEP2．
メールで伝えるときは客観的な視点が大切
★STEP3．
情報収集をするときもことば力が役に立つ
★STEP4．
ことばを輝かせる３つの心がけ ★推薦書籍

［講師］安田 峰俊
多摩大学非常勤講師／ノンフィクション作家

性格心理学、
カウンセリングなどを専門とする。獨協大学カウンセリ
ング・センターでカウンセラーを務めた経験から、若い世代が抱える悩
みとその解決法に詳しい。

新進気鋭のノンフィクション作家として中華圏を中心に取材を重ね、
卓越した
「ことば力」
で日本の読者に知られざる現実を伝える。アジア
の政治・文化に精通し、
テレビ・週刊誌などで活躍中。

主な
著書

●
●

自分で学べるカウンセリングノート
性格心理学がとってもよくわかる本

叱られることも
貴重な経験
反発せず素直に
受け入れよう

努力を見せるのは
当たり前
精度も高めて
アピールしよう

Ｃ Ｃhａｎｎｅ
ｌ株式会社
代表取締役社長

株式会社小学館
CanCam 編集長

放送作家

塩谷 薫さん

要約力・メール力・情報収集力

獨協大学名誉教授

仕事はしんどくて
当たり前
高い山ほど
頂上の景色は美しい

森川 亮さん

「やりたくない仕事」
にも、くさらず
いつも笑顔で精一杯がんばろう

鈴木おさむさん

主な
著書

●
●
●

和僑
中国・電脳大国の嘘
中国人の本音

「昨日の自分」
から
少しずつでも
進歩しよう
株式会社ミライロ
代表取締役社長

垣内俊哉さん

マーケティング
入門

本 誌 5 巻 共 通コンテンツ
国際武道家であり、俳優
の藤岡弘、さんの勇気が
もらえるメッセージを連
載します。
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モデル・タレント

どんなことでもポジティブに考え
与えられた仕事で結果を出していこう

ベンチャー・マネジメント代表／無限責任中間法人イー・
ケィ
・エィ代表社員/Ｉ
Ｔコーディネーター

各分野のビジネスリーダーたちの新入社員時代
（その原点）
を探る人気企画です。インタビューを
通して垣間見える仕事の真髄と、若き世代に贈る
熱いメッセージには、刺激がいっぱいです。

さん

自分が求められている役割をつかんで
いまやるべきことに全力で取り組もう

［講師］小林 英二

ビジネスリーダーたちの原点

舟山久美子

各巻特集の最後には、
「 MY REPORT」
がつい
ています。これは、内定者の皆さんに、特集に関
連するレポートを作成していただくもの。人事ご担
当者様のコメント欄もございますので、内定者の
皆さんとのコミュニケーションにお使いください。
（人事ご担当者様向け回答マニュアルをご用意し
ております）

さん

さん

My Report

5巻「ことば力」

ルーキーは右も左もわからなくて当然
目の前の仕事にがむしゃらに取り組もう

特集

各巻の特集内容は右記をご覧ください。

さん

んに向けたメッセージです。

タレント

ビジネス分野以外の著名人から、
新社会人の皆さ

4巻「実行力」

関根 勤

タレント・キャスター

プロ野球選手

巻頭インタビュー
『新人へ贈る言葉 The Message』

3巻「数字力」

江口ともみ

2巻「考える力」

上原浩治

1巻「前向き力」

本編のページ構成

いまや必須スキルとなっ
た、マーケティングを5
つのステップでわかりや
すく解説していきます。

先輩社員に関するアンケートを実施。
仕事からプライベートのデータが満載です。

様々な業界、職種の先輩社員の皆さんが入社後
どのように成長したかを、インタビューを通して
紹介します。

世界最大級の外資系コンサルティング企業、コー
ン・フェリー・ヘイグループのコンサルタントが新
社会人へロジカルに富んだアドバイスをします。
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ビジネスPCスキルブック ＆ ビジネスマナーブック ＆ 特別コンテンツ

さらに3つのコンテンツで強力サポート

ビジネスPCスキルブック
特別付録のビジネスPCスキルブックでは、現代の仕事に欠かせないExcel、Word、
PowerPointの3つのOﬃceソフトを使いこなすスキルをわかりやすく学べます。特設サ
イトから、業務に役立つテンプレートをダウンロードすることも可能です。

Excel

Word

PowerPoint

電子ブック

ビジネステンプレート

ビジネスマナー映像

無料で本編5冊の内容をお手持ちのタブレッ

あらゆるシーンで役立つビジネステンプレー

誰もが不安に思う
「ビジネスマナー」
。いつ、
ど

ト・スマートフォンで、限られた時間・どんな場

トを、500種以上ご用意致しました。使用ソフ

んなときに遭遇するかわからないからこそ、事

所でも触れることができ、社会人の必要な力

トも幅広く、組み合わせ・使い方次第で書類作

前の準備が大切です。実例映像で、社会人とし

を身に付けることができます。

成をサポートします。

て押さえておきたいマナーを解説します。

Excelテンプレート…60種類

基本編

全8項目

全14項目

★セルに数式を入力するには
★合計を簡単に求めるには
★数式をコピーするには
★常に同じセルを参照するには
★数値を四捨五入するには
★データの最大値・最小値を求めるには

他

全14項目

★文字を入力するには
★箇条書きを入力するには
★文字の書体を変更するには
★文字の大きさを変えるには
★太字や下線を利用するには
★行の間隔を変更するには
他

★文字や数字を入力するには
★連続したデータを簡単に入力するには
★同じデータを簡単に入力するには
★表の途中に行や列を挿入するには
★表に罫線をひくには
★タイトルを表の中央に配置するには
他

実 践編

基本編

基本編

全11項目

★基本画面を確認しよう
★プレゼン資料の作成プロセス
★スライドのデザインをマスターで決める
★タイトル入力とスライド追加で全体の流れを決める
★レイアウトを指定する
★スライド作成と編集
他

実 践編

全9項目

★繰り返し利用する書式を効率的に使うには
★スタイルを訂正してまとめて書式を変えるには
★Wordの機能を使って文章の校正をおこなうには
★写真やイラストを挿入するには
★画像の配置を変更するには
★文書内に独立したコラムを作成するには
他

実 践編

タブレット・スマホで
いつでもどこでも
チェック OK!

★好きな位置に文字を入力したい
★とにかく目立つタイトルを入れたい
★円や四角の基本図形を描くには
★図形同士をつなぐ線を描くには
★SmartArtグラフィックでカンタン図表作成
★一番カンタンな表のつくり方 他

いざというときの備えを徹底網羅！

Wordテンプレート…75種類

全12項目

●●●●●●●●
●●●●●●●●

イラストテンプレート
…355種類

同封の案内チラシを
参照すれば
無料で電子ブックが
閲覧できます。

PowerPointテンプレート…90種類
ポイントをわかりやすく説明！
案内チラシに記載の【特設サイト】にアクセスしPASSを
入力するだけでダウンロード・映像視聴が可能です。面倒
な手続きは、一切ございません。

案内チラシに沿って、専用アプリをダウンロードし、ブッ
クIDとPASSを入力するだけ！

ご

ビジネスマナーブック

携 帯に便 利！
コンパクトな
B6サイズ

ストレスマネジメント
ブック

特別付録のストレスマネジメントブックではストレス

特別付録のビジネスマナーブックでは、
「お辞儀」
「名
刺交換」
「電話のかけ方」
「宴席での応対」
など、入社ま

についての理解から、
うまく付き合うための方法まで

でにチェックしておきたい基本的なマナーを網羅して

ご紹介します。ストレスから身を守り成長につなげる

います。ポケットサイズで携帯にも便利です。

秘訣が満載です。

CONTENTS
★挨拶
★お辞儀
★言葉遣い
★電話の受け方
★電話のかけ方
★携帯電話のマナー
★来客時の応対
★訪問時の応対
★名刺交換
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携 帯に便 利！
コンパクトな
B 6サイズ

★報告・連絡・相談
★ビジネス文書
★ｅメール
★ビジネスメール
（社内）
★ビジネスメール
（社外）
★ＦＡＸ
★慣用語句
★封筒・ハガキ
★宴席での応対

CONTENTS
基礎編
★ストレスとうまく付き合うには?
★ストレスの正体とは?
★ストレスのもとになる出来事とは?
★ストレスをプラスにする
★ストレスに立ち向かう力とは?
★ストレス耐性や対処法は人それぞれ
実践編
★まずはストレッサーを明らかにする
★考え方の癖を変える
★ものごとを別の角度から見てみる
★理想ばかりにこだわらない
★タイム・マネジメントをする
★イライラや怒りをコントロールする
★日々の行動を整える

×

モバイル ミニMBA
for Freshers

案

内

“手のひらサイズ”で一歩先の学びを

マイナビ グロービス共 同 開 発 “モバイル ミニM B A ”は、
入 社に向けて“ 一 歩 先 ”のビジネス基 礎 学習がしっかりと
できるモバイルアプリケーションサービスです。
※本プログラムは、グロービス経営大学院経営学修士(MBA)は取得できません。

内定者の意欲と学びをサポートする様々な機能

ビジネス感覚を養う8つのコース

内定者同士が刺激し合い、意欲的に学習できる仕組みを開発。一歩先の学びを、効率的に身につけさせることができます。
1コンセプト3分

コンテンツの区切りを3分ごと
に設定。手軽に学べます。

グループランキング機能

学習量・進捗に応じたポイン
ト機能で、ランキングを競え
ます。

ご利用料金

8ヵ月

復習問題を自動生成

テストで不正解となった問
題から自動で復習問題を生
成します。

音声読み上げ機能

電車の中など、手が離せな
い場面でも学ぶことができ
ます。

18,000 円（税別）/1ID

51-100ID：16,200円
（税別）｜ 101-200ID：14,400円
（税別）｜ 201- ID：ご相談

ソーシャルなコメント機能

学習カードにコメント可能。他者
から新たな学びを得られます。

管理者向け進捗管理機能

ユーザーの学習状況を、管理
画面で一括チェック、管理可能
です。

特別サイト 2週間無料トライアル

1 ｜ 会社の基礎知識

120 分

2 ｜ 論理思考入門

200分

3 ｜ コミュニケーション入門

120分

4 ｜ マーケティング入門

200分

5 ｜ ビジネス定量分析入門

200分

6 ｜ プレゼンテーション入門

200分

7 ｜ アカウンティング入門

200分

8 ｜ リーダーシップ入門

150分

http://hrd.mynavi.jp/mmmba/

実際のサービスをそのままに2週間ご体験いただけます。学習内容や実際の使用感をご体感ください。
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