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日本テレビ放送網株式会社

「動画」＋「アウトプット」で
在宅ワーク時代の人材育成をご提案
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人材育成の新しいスタンダード

コロナショックによる在宅ワークへの移行を受け、従来の人材育成は見直しを迫られています。
場所と時間に縛られない育成の新パラダイムを日テレHRがご提案します。

日本テレビのヒット番組ディレクターと、精鋭研修
講師陣がタッグ！
いま現場に必要な学びを分かりやすく、かつ知的刺激
のある動画でお届けします。受講者は自分のペースで
視聴することが可能です。

アウトプット型プログラムのため、インプットの時間拘
束は最小限です。一方、アウトプットの質は、受講者が
作成したレポートを講師陣が添削して返却。
個人の成果・能力に最適なフィードバックを行います。

レポートを中心に、被指導社員・指導社員・人事部門・講師が連携。
指導社員は被指導社員のレポートの添削を行い、講師の添削と比較することで、
自己の指導力を客観的に知ることができます。
レポートという1つの育成イメージを全員が共有し活用することで、
在宅でありながら個別の課題にも対応可能な育成システムを生み出します。

集合型研修 いつでもどこでも簡単に インプット型 アウトプット型

階層別 組織の経験学習サイクル

リモートでの組織の育成風土づくりを促進

リモートでの個人の学びを促進

Reports

在宅ワーク環境に最適なアウトプット型動画研修サービスをご提供
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いつでもどこでも簡単に受けられる動画プログラム

「見やすく」「分かりやすく」「飽きない」動画を提供

日本テレビのヒット番組を現役で手掛けるディレクターが映像制作を担当。「見やすく」「分かり
やすく」「飽きずに」伝える技術を活かして、受講者が集中して学べる映像をご提供します。

また、メガバンクや総合商社など、国内トップ企業で多くの新入社員〜幹部研修を担当してきた講
師がプログラム監修・登壇。単純なポイント紹介のショートムービーではなく、リアル研修に近い
様々な事例紹介、視座を高める問い、ワークを通した解説で受講者に深く腹落ちさせます。

動画配信サービスを使って配信！いつでもどこでも簡単に受講可能

人事部門

受講者

ワークシート送付
Internet

動画配信サービス

人事部門

シート返送

1. ワークシート配布 2. 動画配信・研修受講 3. シート回収

人事部門

4. シート添削依頼

日テレHR

シート送付

シート記入

受講者と人事部門のストレスを最小化
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アウトプットとレポート添削で受講者の内省を深める

本当に受講したのか？をチェック
レポートの質/量を見ることで受講状態を知ること
ができます。

第三者が客観的に能力評価
各社が共通プログラムを利用しているため、受講者の能力・
特徴を客観的に把握する事ができます。

伸びる人材を発掘
オリジナリティのある視点や思考力があっても、現場で埋も
れてしまっている人材が存在します。このような人材に活躍
の機会を与えることは最も効率的な人材施策です。

企業のメリット受講者への効果

無意識の癖や能力に気づく
レポートには、本人の理解力のみならず、抽象的思考力
や表現力も現れます。第三者の視点から、自分の強み/
弱みを知ることができます。

受講者のレポートを添削し、思考を深めるアドバイスを追記してフィードバック

持論化が出来ていない場合には指摘 抜けている視点、曖昧な表現などの癖を指摘

「学び方」を知り、学びをもう一段深める
学習には、学んだ知識と経験の連結（持論化）が不可欠
です。フィードバックが思考を深めて持論化を促進する
ガイドとなり、学習効果を高めます。

(レポート添削例)
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研修後に人事ご担当者様に個人別オンラインフィードバック

各個人が提出したレポートの添削を通じて得た受講者に関する 個別傾向を分析いたします。
その結果については、日テレＨＲより人事ご担当者様にオンライン会議（１時間）にてフィー
ドバックし解説させていただきます。

これにより、表面的には気づきにくい危険因子の抽出や隠れた能力の発見につながるとともに、
上長や組織リーダーに対して個別の情報提供が可能となり以後の人材育成にお役立ていただけ
ます。

(個別フィードバック例)
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リモート組織での育成方法を提供する

部下のレポートを分析し考察することで部下の指導ポイントを明確化。
講師の添削との比較で自身の指導方法について内省を深めます。

組織内での育成イメージ共有が円滑になり指導社員間の知見共有が促進されます。

講師

部下
(被指導社員)

上司
(指導社員)

① 部下レポートを添削

②講師の添削と比較

レポート

指導の改善

その他指導社員

人材育成担当

③部下指導能力の把握

育成施策の改善
アサイン変更

知見共有
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プログラム概要
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フォローアッププログラム初級

モジュール 内容 ワーク 4時間版 5時間版

1.研修の目的と進め方 ・デイヴィッド・コルブの経験学習の法則
・Why思考

・今まで仕事で学んだことを書き出す ◯ ◯

2.社会人と学生の違い ・社会人と学生の違いを解説 ・社会人と学生の違いを書き出す
・持論化する

◯ ◯

3.組織が社会的貢献をどう行っ
ていくのか

・組織は競争によってより良い製品、サービスを
永続的に高めていく

・組織が社会的貢献をどう行っていく
のかを書き出す
・持論化する

◯ ◯

4.管理部門は組織の競争にどう
貢献するのかを書き出す

・管理部門は組織に「公正さ」「迅速さ」「正確
さ」を与え社会的な責任を守る

・管理部門は組織の競争にどう貢献す
るのかを書き出す
・持論化する

◯ ◯

5.主体性とはなにか ・主体性とは、自らの意志・判断で行動すること ・主体性とはなにかを書き出す
・持論化する

◯ ◯

6.ビジネスマナーを考える ・マナーはルールではなく武器である ・ビジネスマナーは何故必要かをWhy
思考で書き出す

◯ ◯

7.ケーススタディ 題材ドラマ『３代目はケーキ屋さん』
・意思決定フレーム「機動」の仕組みを学ぶ
・ケーススタディ① 観察を学ぶ
・ケーススタディ② 仮説を学ぶ
・ケーススタディ③ 選択を学ぶ

・観察したことを書き出す
・仮説を書き出す
・選択を書き出す
・持論化する

◯ ◯

・ケーススタディ④ チームの成果を上げる4つ
の力(情熱,創意, 共感, ユーモア)を学ぶ

・観察→仮説→選択を総合的に行う
・4つの力を持論化する

- ◯

8.まとめ ・経験学習サイクルを回す ・今まで仕事で学んだことを今回の研
修を踏まえて書き出す

◯ ◯

対象：新入社員
時間：4時間
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フォローアッププログラム中級

モジュール 内容 ワーク

1.研修の目的と進め方 ・二項対立を解決する思考法を学ぶ
・経験学習による学びの質の高め方を学ぶ

個人と組織はどちらが大事？

2.二項対立とは ・二項対立とは？
・なぜ人は二項対立に陥るのか？
・人の思考の3つの要素「論理」「感情」「共感」
・「感」の危険性
・日本テレビが発見した4番目の力

仕事一筋の上司と親友の相談のどちらをとるか？

持論化

3.バーナードの組織論 ・バーナードの組織論 持論化

4.抽象化思考 ・抽象度を上げるトレーニング
・抽象化の重要性
・4箱思考

抽象化思考トレーニング

5.ケーススタディ ケース「困った同期」
ケース「中国ではなぜ電子マネーが急速に広まったの
か」

6.個人と組織 ・個人と組織はどちらが大事？
・二項対立の間にビジネスがある

個人と組織はどちらが大事？
個人と組織を埋めるビジネスを考える

7.まとめ ・まとめ 持論化

対象：新入社員〜3年目
時間：約4時間
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指導社員フォローアッププログラム

モジュール 内容 ワーク

1.研修の目的と進め方 ・指導とは何かを学ぶ
・部下の行動を生み出す方法を学ぶ
・経験学習による学びの質の高め方を学ぶ

2.指導とは何か ・指導とは何か？
・指導と指示

指導と指示の違いを書き出す
自分が受けて良かった指導と悪かった指導を書き出
す

3.人を動かす3つの力 ・人を動かす3つの力「論理」「感情」「共感」
・ケーススタディ清原選手と内田コーチ
・聞く耳をもたせる

あなたが内田コーチならどう接するか？
持論化

4.「感」の重要性 ・「感」の重要性
・「感」の問題点

持論化

5.ケーススタディ ・アロアンス
・相手を知ることの重要性

ケース「困った新入社員にどう対処しますか？」
持論化

6.安心安全 ・アロアンスの見つけ方
・安心安全の重要性

4つの力で生み出されるものは何か
持論化

7.まとめ 4つの力

対象：指導社員、管理職
時間：約3時間
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価格・お問い合わせ

日本テレビ放送網株式会社
社長室企画部
日テレHR

TEL：03-6277-6243

公式サイト：https://ntv-hr.com/
Facebook：https://www.facebook.com/ntvhr/

日テレHR 運営事務局
support@ntv-hr.com

https://ntv-hr.com/
https://www.facebook.com/ntvhr/
mailto:support@ntv-hr.com

