内定学生に選ばれる会社になる

志望動機UP セミナー①
入社案内制作セミナー（1日研修）
● 本セミナーに期待できる効果
【期待できる効果】

□
□
□
□
□
□

学生の志望動機を強固なものにする
学生の志望動機を強固なものにする
この人たちと一緒に働きたいと思わせる
安心感を与える・会社をますます好きになる
会社に感謝の気持ちを持つ
両親やゼミ教授の後押しをもらえる

ゝ ゝゝ ゝ

【学生の内定辞退を防止する方法】
１．貴社の魅力を再確認させる
２．自分に最適の会社であることを認識させる
３．内定者同士の仲間意識を高める
４．OBと学生のコミュニケーションを活発化する
５．学生のためになる情報や技術を提供する
６．ご両親やゼミ教授に会社の情報を提供する

セミナー内容
●●
セミナー内容
●オリエンテーション・アイスブレイク
研修目的やプログラムについて案内したあと、簡単な
運動で体をほぐし、緊張を解きます。

●編集のノウハウ
編集の基礎知識を学びます。

●会社の魅力を整理しよう（ワークショップ）
5〜6名のグループに分かれて、会社の事業上の魅力
（競合との差別化）と、仕事の魅力、働く人にとってのメ
リットなどを話し合い、整理します。

●ポイント
後輩たちのために、入社案内を作るという設定です。会社の
魅力を自分たちで整理することで、「この会社はいい会社だ」
ということを再認識。仕事内容や福利厚生、教育制度などを
振り返ることで、「自分に合っている会社だ」ということも確認
させます。ワークショップで楽しみながら編集の技術を身につ
けることができ、内定者同士の仲間意識も高まります。
●講師 株式会社ワーク 代表取締役 長尾小百合氏

●入社案内のサムネイル制作（ワークショップ）
入社案内のコンセプトを決め、会社や仕事の魅力をど
んな順番でどう表現するかを話し合います。

●入社案内制作（ワークショップ）と発表
ワードを使って、入社案内をデザインし、グループごと
に発表します。

●まとめ・アンケート
本日の振り返りを行い、アンケートを実施します。

● 料金
●セミナー実施料金

1名様

40,000 円

●10名様までは40万円。以降、1名様につき4万円となります。
●１日の研修実施料金です。講師料とテキスト代が含まれています。
●１グループ（5〜6人）に１台のノートＰＣをご用意ください。
●会場費は含まれておりません（弊社セミナー会場もご利用いただけます）。
●関東圏以外での実施は交通実費を頂戴します。
●参加人数に制限はありませんが、10〜30名が適正人数です。

お問い合わせは

株式会社ワーク TEL.03-5577-6145
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2サニービル5Ｆ

内定学生に選ばれる会社になる

志望動機UP セミナー②
ＣＭ制作セミナー（1日研修）
● 本セミナーに期待できる効果
【期待できる効果】

□
□
□
□
□
□

学生の志望動機を強固なものにする
学生の志望動機を強固なものにする
この人たちと一緒に働きたいと思わせる
安心感を与える・会社をますます好きになる
会社に感謝の気持ちを持つ
両親やゼミ教授の後押しをもらえる

ゝ ゝゝ ゝ

【学生の内定辞退を防止する方法】
１．貴社の魅力を再確認させる
２．自分に最適の会社であることを認識させる
３．内定者同士の仲間意識を高める
４．OBと学生のコミュニケーションを活発化する
５．学生のためになる情報や技術を提供する
６．ご両親やゼミ教授に会社の情報を提供する

セミナー内容
●●
セミナー内容
●オリエンテーション・アイスブレイク
研修目的やプログラムについて案内したあと、簡単な
運動で体をほぐし、緊張を解きます。

●映像編集のノウハウ
映像編集の基礎知識を学びます。

●キャッチコピーと絵コンテ（ワークショップ）
5〜6名のグループに分かれて、会社の魅力を整理。
キャッチコピーを決め、どんな順番でどう表現するかを
話し合います。

●ポイント
後輩たちのために、会社のＣＭを作るという設定です。会社
の魅力を自分たちで整理することで、「この会社はいい会社
だ」ということを再認識。仕事内容や福利厚生、教育制度など
を振り返ることで、「自分に合っている会社だ」ということも確
認させます。ワークショップで楽しみながら編集の技術を身に
つけることができ、内定者同士の仲間意識も高まります。
●講師 株式会社ワーク 代表取締役 長尾小百合氏

●撮影（ワークショップ）
携帯電話の動画機能を使って、ＣＭに必要な映像を撮
影します。

●ＣＭ制作（ワークショップ）と発表
映像編集ソフトを使って、ＣＭを作成し、グループごと
に発表します。

●まとめ・アンケート
本日の振り返りを行い、アンケートを実施します。

● 料金
●セミナー実施料金

1名様

40,000 円

●10名様までは40万円。以降、1名様につき4万円となります。
●１日の研修実施料金です。講師料とテキスト代が含まれています。
●１グループ（5〜6人）に１台のノートＰＣをご用意ください。
●会場費は含まれておりません（弊社セミナー会場もご利用いただけます）。
●関東圏以外での実施は交通実費を頂戴します。
●参加人数に制限はありませんが、10〜30名が適正人数です。

お問い合わせは

株式会社ワーク TEL.03-5577-6145
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2サニービル5Ｆ

内定学生に選ばれる会社になる

志望動機UP セミナー③
自分を知る・相手を知る心理学研修（2時間）
● 本セミナーに期待できる効果
【期待できる効果】

□
□
□
□
□
□

学生の志望動機を強固なものにする
学生の志望動機を強固なものにする
この人たちと一緒に働きたいと思わせる
安心感を与える・会社をますます好きになる
会社に感謝の気持ちを持つ
両親やゼミ教授の後押しをもらえる

ゝゝ ゝ

【学生の内定辞退を防止する方法】
１．貴社の魅力を再確認させる
２．自分に最適の会社であることを認識させる
３．内定者同士の仲間意識を高める
４．OBと学生のコミュニケーションを活発化する
５．学生のためになる情報や技術を提供する
６．ご両親やゼミ教授に会社の情報を提供する

セミナー内容
●●
セミナー内容
●集合 オリエンテーション

●ポイント

研修目的やプログラムについて案内します。

●アイスブレイク
簡単な運動で体をほぐし、緊張を解きます。

●エゴグラム（ワークショップ）
エゴグラムテストを自分でやってみて、自分の中に潜
む「親」「大人」「子供」の傾向を把握します。エゴグラム
の読み方を理論的に学習したあと、グループでお互い
のエゴグラムを見ながら意見を交換。生育歴との関連
性を体感し、生活への役立て方を学びます。

自分はどんな性格なのか、他の人とどこが違うのか、長所や
短所はどんなところかを、楽しく学べるワークショップ。グルー
プに先輩社員が混じることにより、親近感が増し、「ボクと同じ
性格だね」と話しかけることにより安心感を持たせます。また、
この分析は良い人間関係を構築することに役立つため、いい
ことを教えてもらった、と会社への感謝の気持ちも醸成します。
●講師 ビジネスカウンセリング協会 会長 岡本英二氏

●まとめ
本日の振り返りを行います。

●アンケート
アンケートを実施します。

● 料金
●セミナー実施料金

1名様

24,000 円

●10名様までは24万円。以降、1名様につき2.4万円となります。
●１回2時間の研修実施料金です。講師料とテキスト代が含まれています。
●会場費は含まれておりません（弊社セミナー会場もご利用いただけます）。
●関東圏以外での実施は交通実費を頂戴します。
●参加人数に制限はありませんが、10〜30名が適正人数です。
●セミナーの内容や時間は、ご要望に応じてカスタマイズできます。

お問い合わせは

株式会社ワーク TEL.03-5577-6145
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2サニービル5Ｆ

内定学生に選ばれる会社になる

志望動機UP セミナー④
心理学的アプローチ法を学ぶ（2時間）
● 本セミナーに期待できる効果
【期待できる効果】

□
□
□
□
□
□

学生の志望動機を強固なものにする
学生の志望動機を強固なものにする
この人たちと一緒に働きたいと思わせる
安心感を与える・会社をますます好きになる
会社に感謝の気持ちを持つ
両親やゼミ教授の後押しをもらえる

ゝゝ ゝ

【学生の内定辞退を防止する方法】
１．貴社の魅力を再確認させる
２．自分に最適の会社であることを認識させる
３．内定者同士の仲間意識を高める
４．OBと学生のコミュニケーションを活発化する
５．学生のためになる情報や技術を提供する
６．ご両親やゼミ教授に会社の情報を提供する

セミナー内容
●●
セミナー内容
●集合 オリエンテーション

●ポイント

研修目的やプログラムについて案内します。

●アイスブレイク
簡単な運動で体をほぐし、緊張を解きます。

●ソーシャルスタイル（ワークショップ）
ソーシャルスタイルテストを自分でやってみて、人によ
って欲求や価値観が違うことを発見します。コミュニケ
ーションを円滑にするコツを理論的に学んだあと、2人1
組になって、相手のタイプにあわせた会話を体験。大
学生活や社会人生活への役立て方も学びます。

相手の欲求を知る方法と、その人への対応策を、楽しく学ぶ
ワークショップ。グループに先輩社員が混じることにより、親
近感が増し、「ボクと同じ性格だね」と話しかけることにより安
心感を持たせます。また、この分析は良い人間関係を構築す
ることに役立つため、いいことを教えてもらった、と会社への
感謝の気持ちも醸成します。
●講師 ビジネスカウンセリング協会 会長 岡本英二氏

●まとめ
本日の振り返りを行います。

●アンケート
アンケートを実施します。

● 料金
●セミナー実施料金

1名様

24,000 円

●10名様までは24万円。以降、1名様につき2.4万円となります。
●１回2時間の研修実施料金です。講師料とテキスト代が含まれています。
●会場費は含まれておりません（弊社セミナー会場もご利用いただけます）。
●関東圏以外での実施は交通実費を頂戴します。
●参加人数に制限はありませんが、10〜30名が適正人数です。
●セミナーの内容や時間は、ご要望に応じてカスタマイズできます。

お問い合わせは

株式会社ワーク TEL.03-5577-6145
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2サニービル5Ｆ

内定学生に選ばれる会社になる

志望動機UP セミナー⑤
トレーニング・ビート（2時間）
● 本セミナーに期待できる効果
【期待できる効果】

□
□
□
□
□
□

学生の志望動機を強固なものにする
学生の志望動機を強固なものにする
この人たちと一緒に働きたいと思わせる
安心感を与える・会社をますます好きになる
会社に感謝の気持ちを持つ
両親やゼミ教授の後押しをもらえる

ゝゝ ゝ

【学生の内定辞退を防止する方法】
１．貴社の魅力を再確認させる
２．自分に最適の会社であることを認識させる
３．内定者同士の仲間意識を高める
４．OBと学生のコミュニケーションを活発化する
５．学生のためになる情報や技術を提供する
６．ご両親やゼミ教授に会社の情報を提供する

セミナー内容
●●
セミナー内容
●集合 オリエンテーション

●ポイント

研修目的やプログラムについて案内します。

●シェイカー・アクティビティ
シェイカーを鳴らして、みんなでつくるリズムを体験。シ
ェイカーを隣の人に回すワークショップでは、共同作業
を行うときに、何が大切かを学びます。

●シェイカー・クリエーション
シェイカーの独自の振り方を考えたり、グループに分
かれて打楽器を使った創作音楽を制作したり、創造性
を養います。

●サウンド・シェイプス

トレーニング・ビートは、組織内の上司、同僚、部下などへの関係を円滑
にし、社員個々の「競争」を「協力」へと会社風土を変えていくもの。チー
ム全体にやる気を起こさせる役割を果たします。今回は内定者でリズム
を共有し、仲間意識を芽生えさせると同時に、組織には一体感、目的意
識、役割、協調性が大切であることを身体で体験していただきます。さら
に、創造性や自己表現力を養成することもできます。
■講師紹介 ： 橋田ペッカー正人 氏
音楽家、ドラムサークルファシリテーター、ドラム サークルファシリテータ
ー協会理事長。30年にわたる 音楽生活において レコーディング曲は
25,000曲を超える。ソロアルバムの他、サルサバンド『オルケスタデルソ
ル』としてアルバム多数。教則DVD、書籍もある。 現在、ドラムサークル
運動を通じて ファシリテーターの育成やドラムサークルの普及に力を注
いでいる。 ドラムサークルファシリテーターの豊富な経験から企業向け
の研修 『体感する研修・トレ−ニングビート』を提唱し普及に努めている。

全員で音を奏でながら、順番にファシリテーターを務め、
組織が円滑に動くとはどういうことかを学びます。

●まとめ・アンケート
本日の振り返りを行い、アンケートを実施します。

● 料金
●セミナー実施料金

1名様

24,000 円

●10名様までは24万円。以降、1名様につき2.4万円となります。
●１回2時間の研修実施料金です。講師料とテキスト代が含まれています。
●会場費は含まれておりません（弊社セミナー会場もご利用いただけます）。
●関東圏以外での実施は交通実費を頂戴します。
●参加人数に制限はありませんが、10〜30名が適正人数です。
●セミナーの内容や時間は、ご要望に応じてカスタマイズできます。

お問い合わせは

株式会社ワーク TEL.03-5577-6145
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2サニービル5Ｆ

内定学生に選ばれる会社になる

志望動機UP セミナー⑥
経営ゲーム（2時間）
● 本セミナーに期待できる効果
【期待できる効果】

□
□
□
□
□
□

学生の志望動機を強固なものにする
学生の志望動機を強固なものにする
この人たちと一緒に働きたいと思わせる
安心感を与える・会社をますます好きになる
会社に感謝の気持ちを持つ
両親やゼミ教授の後押しをもらえる

ゝゝ ゝ

【学生の内定辞退を防止する方法】
１．貴社の魅力を再確認させる
２．自分に最適の会社であることを認識させる
３．内定者同士の仲間意識を高める
４．OBと学生のコミュニケーションを活発化する
５．学生のためになる情報や技術を提供する
６．ご両親やゼミ教授に会社の情報を提供する

ゲーム内容
●●
セミナー内容
一つのグループが一つの会社であり、それぞれの会社が競合です。事業内容は、ペーパークラフトの製造・販売。指定時間内に、顧客のニ
ーズに合った商品を効率よくスピーディに製造し、売上を上げてください。ただし、今回のゲームは売上を競うものではなく、利益を競います。
たくさん作って売ったとしても、経費がたくさんかかっていたり、ロスが大きかったりしたら、利益は上げられません。バランスを考えて、利益
トップの優良企業をめざしてください。

１．売上 （顧客のニーズにあった商品だけが売れる）※クオリティとスピード
干支の動物のペーパークラフトを作ってください。買取金額は、そのクオリティ（顧客のニーズにあっているかどうか）に応じて、1匹5万円、
10万円、15万円の値が付きます。これは顧客が決めます。クオリティが低い作品は、買い取りません。

２．仕入 （できるだけ仕入を抑えると、売上総利益が上がります）
用紙は1枚5万円。仕入れ枚数に制限はありません。

３．経費 （できるだけ経費を抑えると、営業利益が上がります）
ハサミ、セロテープ、マジックセットは、それぞれ一つ10万円。1グループにつき、それぞれ2つまで購入できます。他のチームから買ってもか
まいません。数多く使うと分担作業がしやすいですが、それだけコストがかかります。また、1グループにつき20万円の家賃がかかります。

４．人件費 （一人ひとりが成果を上げないと無駄な経費となります）
人件費は一人30万円です（指定時間内の人件費）。

５．資本金 （経営をはじめるに当たって運転資金となります）
最初に1グループ500万円の運転資金があります。

６．経営戦略
何を作るのか、どうやって売るのか（売上戦略）、どんな役割分担で、どのようなラインで製造するか（生産戦略）を考えてください。
●損益計算書は必ず記入してください。

● 料金
●セミナー実施料金

1名様

24,000 円

●10名様までは24万円。以降、1名様につき2.4万円となります。
●１回2時間の研修実施料金です。講師料とテキスト代が含まれています。
●会場費は含まれておりません（弊社セミナー会場もご利用いただけます）。
●関東圏以外での実施は交通実費を頂戴します。
●参加人数に制限はありませんが、10〜30名が適正人数です。
●セミナーの内容や時間は、ご要望に応じてカスタマイズできます。

お問い合わせは

株式会社ワーク TEL.03-5577-6145
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2サニービル5Ｆ

