
本気で働く強い社員を育てる。
新入社員にとって必要な心と考え方を育むビジネス本 8冊を選びました。
1週間に 1冊のページで課題本を読み込み、感想文の提出、意見の共有、そして
講師からの解説をセットに全 8週間に渡る読書研修となります。社会人になって
最初に読む大切な本です。社会の荒波に負けない強い社員を育てていきます。

■研修の流れ　1 週間に 1冊。大学のゼミスタイルで学んでいきます。

読む 書く 聞く・話す 教わる

※研修のスタート日は概ね月 2回あり、お申込みのタイミングにより決定します。
※オープン研修ですので、他社の社員様と合同で行います。
　（自社社員のみで実施されたい場合は、ご相談ください。）
※初日の１週間前にオリエンテーションを実施し、本研修への取り組み方法を伝えます。
※課題本はスタート日前に 8冊まとめて受講生のご自宅に着くよう発送いたします。

■その他詳細

■利用者の声

厳選した8冊で ■選書テーマ

本から学べたことを感想文
にまとめます。報告書の書き
方も同時に学びます。

Zoomによる全体指導を実施。
他人の考え方や感性を共有し、
人としての幅を広げます。

最後に講師による見解を指導。
社会を渡る為に必要な心がけ
を印象付けます。

1週間に１冊のペースで
課題本を読んで頂きます。
本を読む習慣化が狙いです。

読 書 研 修
BiblioLearning

本 か ら 学 ぶ 習 慣 を つ け る

【若手社員編】

2 か月に渡る継続的研修。書籍代・送料込みで、おひとり 30,000 円（税別）

若手社員の最大の課題は「世間知らず」と

「幼児性」と私たちは定義しています。ア

ルバイト感覚で働き始めますが、それでは

社会人として求められる働きはできませ

ん。新旧おりまぜて厳選した8冊を効果的

な順序で並べました。1）まず心を開かせ、

2）次に社会人の基本を理解させ、3）中盤

からスキルに入り、4）最後に「あるべき姿」

で締めます。読み進めれば成功するビジネ

スマンの基本がしっかり身に着く構成とし

ました。

お問い合わせ・お申込みは以下まで。

http://soshiki-consul.com/book01/

コロナの影響もあり、新入社員は初めから

在宅勤務となってしまい、研修もままなら

ない中、この読書研修を知りました。私も

一緒に受講しましたが、非常に内容のある

8冊で、それを的確な順番で読ませてくれ

ます。Zoomを使った全体指導もとても良く、

この研修は平常時でも大変価値があると思

いました。経営者編や管理職編も是非受講

してみたいです。

資材メーカー社長（従業員数：約200名）

厳選 8冊

新入社員研修にもピ
ッタリ！

読む・書く・聞く・
話すを

総合的に学べる読書
研修！

読む順番にも強いこ
だわり！

学ぶ効率が違う！

Zoomを利用した講
師指導！

大人の考え方を全員
に共有。

読 書 研 修
【若手社員編】

若手社員の最大の課題は「世間知らず」と

「幼児性」と私たちは定義しています。

この研修は平常時でも大変価値がある
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読書研修 若手社員編 厳選 8冊
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元ヤンキー少年だった著者が、高校 1年から東京ディズニーラ
ンドでアルバイトを始め、日々の体験の中で「仕事」「教育」「サー
ビス」の本当の意味をつかんでいくストーリー。等身大の主人
公に自分を重ねながらどんどん読み進めることができます。サ
ボる、手を抜く、小さな嘘といった弱い自分はなぜダメなのか。
ディズニーランドという魔法の国では時に優しく、しかし想像
以上に厳しく教えてくれます。読後の解説と合わせて社会の厳
しさと自分の幼児性に気づき、「頑張って働いていこう」という
シンプルなやる気を引き出していきます。

「社会人として大切なことは
  みんなディズニーランドで教わった」
テーマ：働くということ

BiblioLearning
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京セラがまだ京都の小さなベンチャー企業だった頃の稲森和夫
さんは、どんなことを考えて仕事に取り組んでいたのか。数々
の苦難や挫折を乗り越えてきた京セラの創業エピソードを紐解
きながら、一生懸命、無我夢中に仕事に打ち込むことの大切さ
を学んでいきます。テクノロジーの進歩や時代に左右されない
「働き方」「考え方」の王道に触れ、仕事観・人生観といった価
値観を作り始めていきます。「人生・仕事の結果=考え方×能
力×熱意」という稲森流方程式で「マイナスの考え方=幼児性」
をつぶし、前向きな仕事人へと方向づけていきます。

「働き方」
テーマ：仕事人としての在り方
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貧乏な生活から抜け出したい一心で必死に働き、誰よりもお金
を稼ぐことに懸命に生きてき 99 歳のたユダヤ人ビジネスマンの
祖父が孫に語る、「お金にこだわりお金を貯めることの本当の意
味」「ビジネスで成功するために必要な習慣や成功法則」の数々。
「泥からお金を作れ」「貯金があっても無収入にはなるな」「お金
は人生最大の保険である」ユーモア溢れる超実践的なアドバイ
スは私たちに、まずは懸命に稼ぎ成功すること、そしてその成
功を楽しめるようになればお金や人脈や幸せは自然とついてく
る、ということを教えてくれます。

「入社 1年目の教科書」

テーマ：お金の大切さ、稼ぐことの大切さ
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まだ仕事の実力がついていない新人がアップスパイラルに乗り、
楽しく仕事し結果を出せるようになっていくためには、「人の 2
倍頑張る」必要はなく「103％を目指してちょっと頑張る」こ
とが大切です。この本にある「仕事における 3つの原則と 50
のルール」は、どれも特別な知識や経験を必要とするものでは
なく、入社 1年目の新人に必要な「考え方」であり、自分の成
長スピードを加速させるための「実践スキル」です。読後の解
説と参加者同士の議論によって、「今日から何する」という具体
的行動目標が定まる、超実践の 4日目です。

「99歳ユダヤのスーパー実業家が孫に伝えた
  無一文から大きなお金と成功を手に入れる習慣」

テーマ：できる人間の行動と考え
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今回のみ本を渡すのではなく、１３のビジネス案件を疑似体験
していただきます。これまでに学んだ社会人として成功するマ
インドセットをもとに、今度は実務スキルを受講生に問いかけ
ます。とある会社の社員に扮して１３のビジネス案件に対する
対応や判断を回答いただきます。案件の内容は上司からの理不
尽な依頼や同僚のミスの対応などです。他の受講生の対応と比
較することで自分の仕事の進め方を客観視でき、自分の弱点を
知ることとなります。その気付きが成長に繋がるよう読後の研
修にてしっかりとフォローいたします。

「入社 2年目のインバスケット」
テーマ：実践的な実務スキル
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半世紀ビールシェアトップだったキリンラガービールが 2001年
にアサヒスーパードライにトップを奪われたことは有名な話で
す。そこからキリンビールの反撃が始まったのは高知支店の現
場からでした。問われているのはメンバーひとりひとりの自主
性と本気さです。本社から言われたことをこなすことが仕事で
はなく、チームの勝利に貢献することこそが仕事であることを
ストーリーで感じ取れる内容となっています。支店長目線の物
語ですが、メンバーとしてどうあるべきかを考えていただける
ように解説します。

「キリンビール高松支店の軌跡」
テーマ：チームで勝ち抜く自主性と本気さ
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最も重要な実務スキルと言われている「人を動かす」について
特化した回です。ここまでの読書研修により、顧客・上司・部
下を動かすことこそ仕事の本質であることを理解いただいた上
で、その方法を学んでいただきます。自分の考えと相手の考え
は違うという理解や、相手の考えに寄り添って自分の考えを翻
訳するという考え方はビジネスで大きな力となります。伝え方
を少し工夫することで結果が変わることを実感でき、またその
やり方を学べることで、受講生にコミュニケーションの自信を
得ていただけるようフォローします。

「伝え方が 9割」
テーマ：人を動かすコミュニケーション
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最後に受講生に寄り添い、強く背中を押す内容の本を選びまし
た。この研修を通して働くことの厳しさや素晴らしさを体験し
たことで、受講生の心の中には将来への期待と不安が交錯して
いるはずです。マインドセットとスキルを一通り学んだ最後に
改めて、人としての心の在り方に触れます。チャーチルの「絶
対に、絶対に、絶対にあきらめるな」など本書には優しくも厳
しい言葉が多く、きっと受講生の揺れている心に刺さることで
しょう。最後は受講生の今後の働くことへの決意を確認し、全
８回の読書研修の締めといたします。

「自分を磨く方法」
テーマ：人間としての心の在り方

お問い合わせ・お申込みは以下まで。

http://soshiki-consul.com/book01/
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読書研修 受講案内 

 

この度は、組織コンサルの会が提供いたします「読書研修」にご興味・ご関心を頂き、誠にありがと

うございます。本研修の概要を以下にまとめましたので、ご一読ください。お申込み方法等も文末に

記載しております。 

 

1. 読書研修の特徴 

 若手社員が本気で働くようになるために必要な読むべき本を厳選しました。 

 徐々に成長できるように、読む順番にもこだわりました。 

 若手社員の育成責任を持つリーダー・管理職の方にも、指導・育成のヒントを得ていただ

ける内容です。 

 単なる読書会ではなく、インプットとアウトプットの両方が読書研修のメニューです。 

 「読む」 まずは本を読むこと。8 週に渡り 8 冊の本を読むことで読書習慣が身につきます 

 「書く」 感じたことを書く、伝わるように書く。感想文を書くことで、文章で伝える力を養い

ます。 

 「聞く・話す」 他者の意見を聞き、また自分の意見を再構築する。そんなセッションを通し

て、思考の幅や人としての幅を広げます。 

 「教わる」 唯一の正解はありませんが、王道や常識は必ずあります。様々な意見を尊重し

ながらも、社会人として必要な考え方をお伝えしていきます。 

 将来仕事で迷ったときに、原点であるこの 8 冊に戻ってこられるような、そんな読書体験

を提供させていただきます。 

 社会に出る前の学生が参加しても効果的な研修です。 

 

2. 読書研修の流れ 

① お申込み 

 申込締切期日までに、指定アドレスまで申込メールを送付し、研修費用をご入金くだ

さい。 

 申込締切期日は、研修初日の約 2 週間前となります。 

② Zoom URL の送付 

お申込みが完了した方に、Zoom の URL をお送りいたします。毎回同じ URL で研修を

行いますので、忘れないように保管しておいてください。 

③ オリエンテーション 

 研修初日の約 1 週間前にオリエンテーションを行います。オリエンテーションでは、

Zoom 受講環境の確認、研修の流れ、受講ルールの説明などを行います。 
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 また、受講者同士のコミュニケーションを円滑にするため、簡単な自己紹介を行いま

すのでご準備ください。（お名前、会社名、仕事内容などです。） 

 オリエンテーション開催日までに、研修書籍をご登録いただいた受講生の住所に直

接お送りいたします。 

 オリエンテーションの最後には、Day-1 の課題書籍（「社会人として大切なことはみ

んなディズニーランドで教わった」）の 20 ページまで（はじめに、目次、プロローグ）

を一緒に読みますのでお手元にご用意ください。 

④ 研修初日（Day-1）までの準備 

Day-1 の課題書籍を読み、読書感想文を書いて頂きます。読書感想文は研修の前々日

までに事務局（book@soshiki-consul.com）までメールでお送りください。ファイル形式

は PDF とします。ファイル名は「氏名_day1 感想文」としてください。（2 回目以降も同様

です。2 回目は「氏名_day2 感想文」です。） 

なお、お送り頂いた感想文は、研修当日までに全員分を受講者全員にメールでお送りし

共有します。 

⑤ 研修初日 

 研修時間は 2 時間を予定しています。 

 最初の 1 時間で、読書感想を発表いただきます。質問や意見、議論などを行います

ので積極的にご参加ください。 

 その後、30 分ほど講師より解説を行います。皆さんの意見や感想も参考にしながら、

学びを整理していきます。 

 解説を聞いていただいた後、再度各自の感想をお聞きします。他人の感想や意見を

聞いて、また講師の解説を聞いて、自分の中で何か変わったことがあるかなどを議

論していきます。 

 最後に、Day-2 の課題書籍（「働き方」）の 16 ページまで（目次とプロローグ）を

一緒に読みますのでお手元にご用意ください。（毎回研修の最後に、次回の課題書

籍の最初の部分を一緒に読みますのでご用意ください。） 

⑥ 次回研修までの準備 

初回と同じく、研修の前々日までに研修書籍を読み、読書感想文をメールでお送りくださ

い。毎回この流れは同じです。 

 

※注意！！ 

Ｄａｙ－５の課題書籍「入社 2 年目のインバスケット」については、書籍に封をしてお送りし

ます。この回だけ感想文提出ではなく、課題を解いて提出いただくことになります。書籍と

は別に課題のペーパーをお送りしますので、書籍の解説を先に読むことなく課題に取り組

んでください。正解があるわけではなく、考えを発表してもらうのが狙いです。 
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3. 研修の開講スケジュール 

 5 月 A クラス 6 月 A クラス 6 月 B クラス 7 月 A クラス 7 月 B クラス 8 月 A クラス 

クラス 夜クラス 昼クラス 昼クラス 夜クラス 夜クラス 昼クラス 

時間帯 
18:30-

20:30 

15:30-

17:30 

15:30-

17:30 

18:30-

20:30 

18:30-

20:30 

15:30-

17:30 

開催曜日 月 木 月 木 月 木 

申込締切 5/18 6/4 6/15 7/2 7/20 8/6 

オリエンテーション 5/25 6/11 6/22 7/9 7/27 8/13 

Day-1 6/1 6/18 6/29 7/16 8/3 8/20 

Day-2 6/8 6/25 7/6 7/23 8/10 8/27 

Day-3 6/15 7/2 7/13 7/30 8/17 9/3 

Day-4 6/22 7/9 7/20 8/6 8/24 9/10 

Day-5 6/29 7/16 7/27 8/13 8/31 9/17 

Day-6 7/6 7/23 8/3 8/20 9/7 9/24 

Day-7 7/13 7/30 8/10 8/27 9/14 10/1 

Day-8 7/20 8/6 8/17 9/3 9/21 10/8 

 

4. 注意点 

 研修書籍は当社から送付いたしますが、中には電子書籍版しか手に入らない場合もあり

ます。その場合はご自身で購入手続きをしていただく必要がありますのでご了承ください。

購入費用については当社から Amazon ギフト券などをお送りいたします。 

 法人でお申込みの場合、お送りした書籍の所有権につきましては会社ごとの規定に沿っ

てご対応ください。 

 研修はすべてオンラインで行いますので、Zoom の設定、wifi 環境の整備については事前

にご準備ください。 

 研修の途中で受講を中止した場合、研修費用の返金は原則行いませんので、ぜひ最終

日までご参加ください。また、受講を中止されば場合でもお送りした書籍を返品いただく

必要はありません。 

 止むを得ず遅刻、欠席がある場合には事前に事務局までご連絡ください。 

 法人でお申込みの場合は、研修費用の請求書を即日に発行いたします。個人でお申込

みの場合は、領収証を課題書籍と同時にお送りいたします。 

 本研修のプロモーションのため、授業風景を当社ホームページなどに利用する場合があ

りますのでご了承ください。 

 いただいた個人情報に関しては、研修書籍の送付、本研修のための連絡、今後の研修の

ご案内など以外に利用することはありません。 
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5. 申込方法 

お申込みは必要事項をご記入の上、下記メールアドレスまでメールをお送りください。 

book@soshiki-consul.com 

 お名前 

 会社名 

 郵便番号、ご住所（課題本の送付先となります） 

 電話番号（緊急のご連絡に必要です） 

 メールアドレス 

 その他ご要望事項 

 

6. 研修費用 

書籍代・送料込みでおひとり様 30,０00 円（税別）です。 

 

7. お振込先 

三菱東京 UFJ 銀行 赤坂支店 普通口座 4769738   カ）イニシャル 

※株式会社イニシャルは「組織コンサルの会」の代表幹事会社です。 

※振込手数料はご負担ください。 

※ご入金確認後、お申込み受付完了とさせていただきます。 

 

8. 運営団体について 

 組織コンサルの会 

「組織コンサルの会」は、日本の中小企業の組織づくりを支援する為に 2016 年に発足

した会です。“組織作りを通して中小企業を支える”という志を持ち、組織コンサルサービ

ス、社員研修サービス、組織設計サービス、給与制度制作サービス等、様々な支援サービ

スを開発・提供しています。加盟するメンバーは所定の研修を経た優秀な独立コンサルタ

ントだけで構成しており、日々、企業の組織開発支援を行っています。 

今回の読書研修は、組織コンサルの会のメンバーにて企画し、社員研修の豊富な経験か

ら課題書籍を厳選致しました。 

なお、「組織コンサルの会」の代表幹事会社は株式会社イニシャルとなり、本研修の受付

業務も行っていきます。 

http://soshiki-consul.com/ 

 

以上 

 

作成：2020 年 5 月 1 日 

組織コンサルの会 
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