トーマツスクール2016

新入社員スタートアップ研修
3日間で身につくビジネスパーソンの基本スキル
主催：有限責任監査法人 トーマツ
トータルサービス事業部
有限責任監査法人トーマツでは、人材育成のサポートとして、2016 年新入社員向けに、公開講座を開催いたします。
本講座は、2012 年から開催し、毎年大変ご好評をいただいております。新入社員の皆様が「会社」という新しいフィールドで、
能力を存分に発揮していくために早期に身に付けることが望まれる基本スキルの習得を、デロイト トーマツグループ特有の
プログラムでサポートいたします。
新入社員研修の 1 コマとしてご活用いただけますと幸いでございます。お申込みを心よりお待ちしております。

Ⅰ. トーマツスクールならではのプログラムと特徴
トーマツスクール 2016「新入社員スタートアップ研修」では、ビジネスパーソンに必要な 3 つのスキルを身につけて
いただけます。
①社会人としての基礎
社会人にとって必須である「マナー」「コミュニケーション」を、その分野で定評のあるトーマツイノベーション株式会社
の講師による演習を交えた研修で、しっかり身につけていただきます。
②会社のルールの理解
「コンプライアンス」と「内部統制」を理解していただき、学生から社会人へのマインドセットをしていただきます。
③会社の数字の理解
実務経験豊富な公認会計士が、「会社のしくみ」や「会社の数字の読み方」をわかりやすくご説明します。

トーマツスクール
4 つの特徴
会計のプロが講師
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会社の数字の理解
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わかる
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身につける
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具体的に
演習をしながら

Ⅱ. 講座の内容
Day1

Day2
コンプライアンス

オリエンテーション


研修の全体像



研修を受けるにあたって

会社のしくみと数字

と内部統制



【演習】 社会人に必要な基本的な
考え方とは何ですか

Day3



コンプライアンスについてどの程度



社会人として活躍するために

知っていますか？



株式会社とは？

企業人にとっての



会社の機関と組織



会計がわかると会社がわかる



B/S・P/L の概要を理解しよう



会計がわかると未来がかわる

コンプライアンスの意義

職場でのマナー


マナーとは





身だしなみの確認



事例の紹介



挨拶・名刺交換の実践



コンプライアンス欠如が発生した時の



敬語の使い方

コンプライアンス欠如がもたらす影響

対応

（実践的な会計的思考法）

【演習】 例文を正しい敬語に直す


電話応対・メール対応

【演習】 ビジネスメールを添削する
仕事の進め方
（コミュニケーション）
【演習】 社長・上司が新人に期待して



会社にルールがある理由



内部統制とはどんなもの？



「変動費」と「固定費」と「利益」



知っておくべき内部統制のポイント



管理会計を理解するために



新入社員として内部統制にどのような
姿勢で臨めばよいか

いることは何でしょうか


聞く力・考える力・話す力



報・連・相



上手なメモの取り方



研修を終えるにあたって

（まとめ）
実行計画の策定
※内容は一部変更になる場合がございます。

Ⅲ. 開催要項
以下のような企業様にお奨めしております。
①

新入社員の集合研修を社内で実施することが難しいとお考えの企業様

②

現在社内研修で外部講師を使っているが、コストが合わないとお考えの企業様

③

他社の新入社員との交流により、刺激を与え、新入社員のモチベーションアップを図りたいとお考えの企業様

本プログラムの開催日程、並びに料金は下表の通りです。
全講座受講（割引あり）をお奨めいたしますが、各講座個別での受講も可能です。

料金
講座名

日程

時間（6ｈ）

定員
（1 名当たり）

Day 1 職場でのマナー・

2016 年 4 月 4 日（月）

10：00～17：00

50 名

15,000 円（税込）

Day 2 コンプライアンスと内部統制

2016 年 4 月 5 日（火）

10：00～17：00

50 名

15,000 円（税込）

Day 3 会社のしくみと数字

2016 年 4 月 6 日（水）

10：00～17：00

50 名

15,000 円（税込）

仕事の進め方（コミュニケーション）

全講座受講割引
受講対象者

40,000 円（税込）

： 2016 年入社 新入社員（学歴・年齢・所属予定部署は問いません）

実施予定場所 ： 有限責任監査法人 トーマツ 東京事務所 有楽町オフィス
有楽町電気ビル北館 17 階 セミナールーム
講

師

： （Day 1） トーマツイノベーション株式会社 コンサルタント
（Day 2、Day 3） 有限責任監査法人 トーマツ 公認会計士

留意事項

： 参加者の受講アンケートを集計の上、後日ご担当者様へフィードバックさせていただきます。

なお、お申込み企業のご担当者様が、講座見学をご希望される場合には、事前にご連絡ください。

本プログラムは公開講座以外に貴社内での実施も承っております。社内での実施をご検討の場合には、
お問い合わせください。ご希望に沿ったプログラムをご案内させていただきます。
■有限責任監査法人 トーマツ 東京事務所 トータルサービス事業部 企業研修サービスチーム
TEL：03-6213-2020

E-mail：Tohmatsu_TSseminar_1@tohmatsu.co.jp

～お申込方法～
① お申込方法
Web サイトより受付いたします。以下 URL よりお申込ください。

URL： http://www.deloitte.com/jp/semi2742
※ 本講座のお申込に際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。
ご回答いただく内容は、SSL 暗号化通信により内容の保護を図っております。

ご担当者様のお名前にてお申込みいただき、申込画面にご受講者様のお名前をご入力ください。
尚、ご受講者様が 4 名以上の場合は、ご入力の前にお問合せ先までご連絡ください。
お申込が完了しましたら、システムより自動配信にて「申込完了」メールをお送りいたします。
開催 1 週間前までに、各受講者の「受講票」をお送りいたしますので、プリントアウトしたものを
会場にお持ちください。

② ご請求について
・お申込後に請求書を送付いたしますので銀行振込にてお支払いいただきますよう、お願いいたします。
尚、銀行による振込金受領証をもって領収書に替えさせていただきます。
・キャンセルの期限は、申込日の 5 営業日前（17:00）までとさせていただいております。
期限を過ぎてからのキャンセルの場合、全額請求させていただきますので予めご了承ください。

③ 注意点その他
・定員になり次第、お申込は締め切らせていただきます。
・講義の録画・録音はご遠慮ください。
・同業種の方のお申込はお断りさせていただきます。



当日ご持参いただくもの
筆記用具、受講票、電卓（Day3）



会場
有楽町オフィス
東京都千代田区有楽町 1-7-1
有楽町電気ビル 北館 17 階

•JR 山手線 有楽町駅 日比谷口から徒歩 1 分
•有楽町線 有楽町駅、
千代田線・日比谷線・三田線 日比谷駅
A3 出口から有楽町電気ビル地下 1F 直結



連絡先
有限責任監査法人 トーマツ 東京事務所 トータルサービス事業部
Tel： 03-6213-2020
e-mail： Tohmatsu_TSseminar_1@tohmatsu.co.jp

担当：狩野
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