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TEL: 0985-30-5051 FAX: 0985-30-5053 
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参加費 

・受講料 無料 

・宿泊費 ＜宮崎地区・県北地区＞4,000円程度 

    ＜県西地区＞8,000円程度 

※食事・交流会費は受講者負担 
※会場までの交通費は受講者負担（現地集合・現地解散） 
※宿泊費は現地で現金でのお支払いをお願いいたします。 
※宿泊日の 1 週間前より宿泊施設のｷｬﾝｾﾙ料が発生いたします。 
※お申し込み後、詳細は別途事務局よりご連絡いたします。 

宮崎地区 県北地区 県西地区 

 宮崎県青島青少年自然の家 
宮崎市大字熊野字藤兵衛中州 

11月 25日（月）～26日（火） 

宮崎県むかばき青少年自然の家 
延岡市行縢町 760 番 3 

12月 2日（月）～3日（火） 

アパホテル宮崎都城駅前 
都城市栄町 18-5 

12月 10日（火）～11日（水） 
プログラム 

1日目 
9:30    受付開始 

10:00～17:30 

研修 

 （途中、昼食及び休憩有） 

18:00～21:00 

夕食・交流会 

21:00    入浴 

22:30    消灯 

2日目 
 

6:30     起床 

7:30     朝食 

9:00～11:30 

  研修 

11:30～12:00 

修了式 

12:00    解散 

【研修内容】 
◆1 日目 

１．入社から本日までの振り返り 
２．組織人としての立場 チームで働くということ 
３．コミュニケーションの基本～再確認～ 
４．仕事の基本 スキルアップ 
５．自分も相手も大切にする自己表現 

◆2 日目 
６．ストレスマネジメント 
７．問題解決 
８．今後の目標 

参加費 ・受講料 無料 
※昼食・交流会費は受講者負担 

※会場までの交通費は受講者負担（現地集合・現地解散） 

宮崎地区 県北地区 県西地区 県南地区 西都・児湯地区 

JA・AZM ホール 

2020 年 2月 5 日(水) 

アパホテル宮崎延岡駅前 

2020 年 2月 4 日(火) 

アパホテル宮崎都城駅前 

2020 年 2月 18日(火) 

日南市テクノセンター 

2020 年 2 月 26 日(水) 

西都市民会館 

2020 年 3 月 10 日(火) 

研修 

内容 

１．組織人としての振り返り・情報交換 

２．求められる役割の認識 

３．コミュニケーションの重要性 

４．グループディスカッション＜不安や悩み、課題について＞ 

５．キャリアを考える・今後の目標設定 

◆終了後、近隣飲食店にて交流会開催 

主催：宮崎県 

宮崎県内中小企業等の『2019年度新入社員』、『入社 3年以内の若手社員』を対象とした合同研修を開催いたします。 
会社や業種の垣根を超えた同期、先輩後輩という仲間を作りましょう。 

入社 3年以内の若手社員対象（年齢 40 歳未満、業種問わず） 

若手社員フォローアップ研修（1日間＋交流会）～先輩との “絆” づくり～ 

ひなたみやざきビジネスアカデミー 

2019 年度 新入社員対象（業種問わず） 

新入社員合同合宿研修（1 泊 2日）～同期との “絆” づくり～ 

「同期」という仲間を作ろう。 
「組織人としての自覚」「仕事の進め方」「コミュニケーション」等、入社から現在
までを振り返り、新たな目標を設定しよう。 

各会場
定員 
30名 

同世代の仲間を作ろう。 
互いの悩みや課題を共有し自分を見つめ直して、今後のキャリアを考えよう。 

各会場
定員 
40名 

仲間をつくろう！ 

若手社員合同研修 
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※カリキュラム内容及び会場につきましては、急きょ変更になる場合がございます。御了承ください。 

※「新入社員合同合宿研修」は事務局が設定する一定の要件を満たした受講者の方に「ひなた MBA 認定プログラム

修了証」を交付いたします。 

▼ 若手社員研修 申込書 ▼ 

お申込み講座 

新入社員 

合同合宿研修 

□宮崎地区    〆切： 10 月 31 日（木） 
□県北地区    〆切： 11 月 7 日（木） 
□県西地区    〆切： 11 月 15 日（金） 

若手社員 

フォロー 

アップ研修 

□宮崎地区    〆切： 2020 年 1 月 29 日（水） 
□県北地区    〆切： 2020 年 1 月 28 日（火） 
□県西地区    〆切： 2020 年 2 月 10 日（月） 
□県南地区    〆切： 2020 年 2 月 19 日（水） 
□西都・児湯地区 〆切： 2020 年 3 月  3 日（火） 

事 業 所 名  

事 業 所 住 所 
〒    － 

 

連 絡 先 TEL 携帯 FAX 

申 込 者 情 報 

氏  名 
※講座終了後、修了証を申込者様宛にお送りいたします。 

メールアドレス  

(ふりがな) 

参 加 者 ① 
 

(ふりがな) 

参 加 者 ② 
 

講座参加の 

きっかけ 

1. 運営事務局のホームページや Facebook 

2. 運営事務局からの案内メール、ファックス、電話

3. 広告媒体（商工会議所の会報誌） 

4. 広告媒体（夕刊デイリー） 

5. 会社、友人、知人、上司からの紹介 

6. その他（            ） 

個人情報の 

取り扱いについて 
※宮崎県、運営事務局 
にて使用します 

お申し込みにあたり、個人情報は以下の目的で使用させていただき、適切に管理します。 

1. 実施にともなう参加者等への連絡、修了証送付のため 

2. 県への報告書類及び個人を特定しない統計情報の作成のため 

3. 同様の講座・イベント等のご案内のため 

□同意します 

 

 

講師紹介 

 

株式会社トシコーポレーション取締役副社長 ／ 日本ヒューマンライフ協会理事 

柳田 由紀枝 
【経歴】 

大手化粧品会社でビューティーアドバイザーを担当後、研修事業の道に進む。マネジメント業務、企画運営に携わりなが
ら心理学を学び、人材育成など多数の研修を行う。コミュニケーションスキルを活用した研修を得意とし、個人のスキル

アップ、リーダーとしてのあり方を明確にした遂行力の高い組織づくりを意識した実践型研修を実施し、幅広い分野で好
評を得ている。現在は経営者のためにエグゼクティブコーチングを行うと同時に、高校生・大学生・再就職者の就職支援
の場でも活躍している。 

【資格】 

ビズコーポレーションＣＬＴ認定コーチ／ビジネスコーチ社認定プロフェッショナルビジネスコーチ／ＵＳＡインスケープ社認定 

ＤｉＳＣコンサルタント／日本ヒューマンライフ協会認定メンタルシェアカウンセラー／社団法人日本産業カウンセラー／日本交流分析士協
会ＴＡインストラクター／終活カウンセラー／・日本語教師 

【実績】 

ビジネスマナー研修／CS 研修／メンタルヘルス研修／クレーム対応研修／コーチング研修／モチベーション向上研修／新入社員研修／ 
リーダーシップ研修／コミュニケーション研修／DiSC 研修／TA（交流分析）研修／アサーティブ研修／ほめ方叱り方研修／仕事基礎力向上研
修／業務効率向上研修／キャリアデザイン研修（企業・学生） ／評価面談研修／リスクマネジメント研修／タイムマネジメント研修 

http://www.hinatamba.jp/ 

ひなた MBA 検索 お申込は 『ひなた MBA運営事務局』 FAX：0985-30-5053 
または『ひなた MBA』ホームページへ 

http://www.hinatamba.jp/

