あなたも名講師！

EIS SEMINAR

withコロナ時代の新しいセミナーのかたち ＝ ハイブリッドセミナー

インストラクター
成セミナー
Effective Instruction Skills
受講⽣を飽きさせない！眠らせない！⾝につく！
感動のセミナーにご参加ください！

そんなあなたの悩みを
⼀気に解決！！

受講⽣に
”退屈そうにされる”…
”眠られてしまう”…
どうしたら結果の出る
教え⽅ができるのか？

よく⾒られる⾵景ですが…

ＥＩＳセミナーを
受講すると…

師に必 なものは3つです
① す内
② え
③ 柄
主任講師 ドクターケン箱⽥
コロンビア⼤学 教育学博⼠
オーケストラ指揮者

ウィチタ州⽴⼤学修⼠、セントオラフ⼤学
学⼠、アメリカ在住30年、アメリカのカン
ザス州でカンザスウェスレアン⼤学教授歴
16年、サライナ交響楽団常任指揮者15年務
める。現在インサイトラーニング株式会社
社⻑。アメリカでの経験をもとにプレゼン
テーション・ネゴシエーション・時間管
理、英語でのコミュニケーション等に関す
る専⾨家として活躍。

講師として実に堂々と⼈前で
話せるようになります

⼀⾒簡単そうに⾒えますが

すのは簡単”ですが、 かる、 える、
に立つ内 でなければなりません。
” えるのは簡単”ですが、上⼿にわかりや
すく えるにはコツがあります。
受 ⽣を惹きつける 間性です。
”

主任講師 箱⽥忠昭

慶應義塾⼤学商学部、ミネソタ⼤学⼤学院修了。
⽇本コカコーラの広告部マネージャー、エスティ・
ローダーのマーケティング部⻑、パルファン・イ
ヴ・サンローラン⽇本⽀社⻑を歴任。
昭和５８年、インサイトラーニング株式会社を設
⽴。プレゼンテーション・ネゴシエーション・セー
ルス・時間管理等のコミュニケーションに関する専
⾨家として、企業⼈の教育研修に専念。また、経営
者から新⼊社員を対象とした講演活動を⾏う。
NPO法⼈⽇本プレゼンテーション協会会⻑。
著書「できる⼈の話し⽅＆コミュニケーション」他
１００冊以上。ベストセラー作家。

EIS SEMINAR

あなたも名講師！

このような にお めです

● 、研 、 事 などで 員 に わっている
● ⼒開発、 材開発に わる 々
● 内トレーナー、 内 師、インストラクター、
●セールストレーナー、ITインストラクター、OAインストラクター
●プレゼンテーション⼒を めたいと えておられる など
セミナーの特徴＆進め方

期待される効果

理論2割、実習8割

受講生が眠らない！

ＴＷＡ方式が体感できる

人前で堂々と話せるようになる

参加型（あなたが主役）

受講生がやる気になる方法が学
べる

適切なフィードバック（録画）

パワーポイントの”裏技”が学べる

即・現場で使えるスキルが身につく

研修効果が上がり受講生に感謝
される

箱⽥式”インストラクター 成セミナーにご ください

”

師”になる⼀ ⼿っ り早い は” ”のある 師に ぶこと
です。 セミナーを担当する 師２ は、現場で“ み”の“箱⽥メソ
ッド”の体現者でもあります （ビデオを使い“リアル”と“ り り”によ
る 師の 指 ）
EISセミナーでは、
者の業種・ 種を問わず、
、セミナーなどあらゆる場⾯において受 ⽣
を き付け、わかりやすく、 される 戦スキ
ルが べます
”

EIS SEMINAR

あなたも名講師！

EISセミナーで学ぶ3分野
EISセミナーでは、内容（プログラム）教え⽅、受講⽣に受け⼊れ
られる⼈柄とは？の3分野の技術を⾝につけて頂きます。
PERSONALITY
⼈柄

PROGRAM

PLATFORM
SKILLS

EISセミナープログラムの内容
最新の心理学、学習理論を基にした”箱田式”オリジナルメソッド

・受講⽣の３⼤⼼理（本⾳）を理解しよう！！
・研修は TWA ⽅式で！！
・受講⽣があっという間に⼼を開くアイスブレーカー技法とは？
・良い講師の条件 “３P 理論とは？
・講師の⼼得 ５か条
・受講⽣が思わず⾝を乗り出す“教え⽅” ３⼤ルールとは？
・プレゼンテーション ここがポイント！！（実習）
・“喫茶店⽅式”雄弁術で受講⽣の⼼をゲットせよ！！
・視覚化の技法 “しゃべるよりみせろ！！” （実習）
・ SHOW  SEE SPEAK で説得⼒３倍アップ！！
・“⽬から鱗”パワーポイントの“裏技”＆“隠し技”
・こうすれば“受講⽣”は、眠らない！！退屈しない！！
・今⽇からあなたも“名講師”・・・

受講生の声
「”⽬から鱗”感動と驚きの2⽇間でし
た。セミナーのどの部分を取っても
則・現場で使えるものばかりでし
た。講師の先⽣のセミナーの進め⽅
がお⼿本。受講⽣が輝くのもわかり
ます。あとは、実践あるのみ…
2⽇間⼤変お世話になりました。」
（Ｓ.Ｈさん メーカー ⼥性）

「セミナーで、受講⽣に退屈そうにされる。
眠られる。ずっと悩んでいました。原因は何
だろう・・・
祈るような気持ちでセミナーに参加しまし
た。答えは・・・⾒つかりました！！早く帰
って、現場でセミナーをやりたい！！
試したい！！そんなスキルがてんこ盛りのセ
ミナーでした！！是⾮、周りのメンバーにも
イチ押しで参加を勧めたいです。」
（Y.Tさん SEインストラクター 男性）

「⼀気に、受講⽣と⼀体感が出
せる！！アイスブレーカー技法
の効果にびっくりです。こんな
に楽しく集中できたセミナーは
⽣まれて初めてです。本当にあ
りがとうございます！！」
（M.Mさん 営業トレーナー 
⼥性）
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あなたも名講師！

いますぐお申込みください！

これまでの ⾯でのセミナーのみならず、zoomを使った臨場 れるオンラインでの の
どちらかを 択できるハイブリッドセミナーといたします。 してご ください。
●
時間
またはオンライン 1⽇間コース（9:45 〜18:00 ）
師 箱⽥ 昭、ドクター ケン箱⽥
1
48,000円（ 抜）テキスト代、ビデオ代、
代を む
開 場 インサイトラーニング研 （東 ・ ⽥） 他
● 申し み
弊 ウェブサイト、またはお電 、FAXからお申 みいただけます。
http://www.insightlearning.co.jp/
TEL：03-3449-6301
FAX：03-6277-0385
ウェブサイト からのお申し みは下 申 書に必 事項を
ご の上、セミナー事 局 にFAX、または郵 下さい。
り しセミナーのご 内と 書等をご 付いたします。
● 料
・ 書が き 、指 ⾏の⼝ にお みください。
・お いは、 則として開 ⽇前⽇までにお願い します。
・ 料の い しは しません。
・ご都 が い場 は、代理の がご ください。
主催 インサイトラーニング株式会社
〒141-0022 東京都品川区東五反⽥1-10-7 AIOS五反⽥ビル807
TEL:03-3449-6301FAX:03-6277-0385E-mail:info@insightlearning.co.jp
http://www.insightlearning.co.jp

セミナーお申 み書

EIS

※参加ご希望⽇をお選びください
セミナー時間は、1⽇9:45〜18:00
2020年
□ 9/4（⾦) □12/4（⾦）

＊オンラインでの参加ご希望の⽅はチェック願います □

