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ITスキル 基礎知識 TECH05-032
5/30

リリース
AWS基礎 Lambda編 0:19:41 動画

本講座は、AWS講座のLambda編です。初学者でも分かるように、概要、

料金、主な連携サービスの一覧、イベントソースとLambda関数などにつ

いて基礎から丁寧に解説しています。最終レッスンは Lambda編のハンズ

オンになっておりますので、Lambdaについて実践的に学ぶことができま

す。

3 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-033
5/30

リリース
AWS基礎 Docker編① 0:53:26 動画

本講座は、AWS講座のDocker編として、Dockerの仕組みについて基礎か

ら丁寧に解説しています。特に、Docker for Linux、Dockerライセンス、

Dockerの主要構成要素、EC2環境のセットアップ、サンプルアプリの操

作説明についての知識やスキルを身に着けることができます。

6 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-034
5/30

リリース
AWS基礎 Docker編② 0:52:55 動画

本講座は、Dockerfileについて基礎から丁寧に解説しています。特に、

Dockerfileのハンズオンとして、テストイメージの実行 / ビルド負荷軽

減、本番ステージビルド、アプリ実行、dockerignoreなどについて解説し

ておりますので、実践的なスキルを身に着けることができます。

6 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-035
5/30

リリース
AWS基礎 Docker-compose編 0:29:15 動画

本講座は、AWS講座のdocker-compose編です。初学者でも分かるよう

に、概要から、docker-compose.ymlファイル、データベースコンテナの

作成、depends on ディレクティブとヘルスチェック、マイグレーション

の必要性などについて基礎から丁寧に解説しています。

3 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-036
5/30

リリース
AWS基礎 Windows Server編 0:15:11 動画

AWS講座のWindows Server編です。初学者でも分かるように、

WindowsServerについて基礎から丁寧に解説しています。特に、エディ

ション、Essentials、Standard、ライセンス、コアベースライセンス算出

方法などについて基礎から丁寧に解説しています。

3 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-039
5/30

リリース
業務改善におけるPDCAサイクル① 0:30:12 動画

本講座では、仕事の基本ともいえるPDCAサイクルについて、PDCAの考

え方からPDCAサイクルにおいて最も重要な「計画」について学びます。

計画作成のコツや落とし穴について事例を元に考えます。また、PDCAを

回し続ける重要性を認識します。

・身近なPDCAサイクル

・計画作成のコツ

・計画作成の落とし穴

1 〇

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-040
5/30

リリース
業務改善におけるPDCAサイクル② 0:28:48 動画

本講座では、仕事におけるPDCAサイクルの中でも、PDCAサイクルを回

すための「実行」「評価」「改善」について学びます。計画を実行する際

は成果を見える化する、評価する際は問題を発見する、改善する際は課題

に対処することなどについて解説していきます。

・実行のポイント

・評価のポイント

・改善のポイント

1 〇

コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-016
5/30

リリース
仕事の効率アップ「5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）」 0:34:45 動画

本講座では、5つのSのそれぞれの意味から、4つのS（整理・整頓・清

掃・清潔）の実践ポイントについて学習し、最後のS（躾）における5Sの

推進方法を学びます。

・「5S」の取り組み

・4つのS（整理・整頓・清掃・清潔）の実践ポイント

・5S活動における「躾」の実践ポイント

・5S活動を当たり前のものにするために

6 〇
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ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-041
5/30

リリース
仕事の課題解決のために「情報収集と情報整理」 0:33:59 動画

本講座では、「情報」の定義や3つのレベルについて理解を深めたうえ

で、情報の収集を行うときの考え方やポイントについて学習します。ま

た、毎日流れてくる膨大な情報の整理のコツについても解説していきま

す。

・情報とは

・情報の収集

・情報整理のポイント

・課題解決のために情報を使いこなす

6 〇

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-030
5/30

リリース
自律心を高める「シェアド・リーダーシップ」 0:33:08 動画

本講座では、シェアド・リーダーシップの定義や、4つの特徴について学

習します。合わせて、シェアド・リーダーシップをチームや組織に促進し

ていくためのポイントについても解説していきます。

・シェアド・リーダーシップとは

・シェアド・リーダーシップの特徴

・シェアド・リーダーシップ促進のポイント

・自律心を高める

6 〇

食品衛生 基礎知識 FOOD01-006
5/30

リリース
食品衛生のはなし -賞味期限編- 0:03:23 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはなしシ

リーズです。本講座では特に、食品の賞味期限について解説していきま

す。賞味期限とは何を指すのか、どのように決めているのか、など、知っ

ているようで知らない賞味期限の知識について学ぶことができます。

1 -

食品衛生 基礎知識 FOOD01-007
5/30

リリース
食品衛生のはなし -手洗い編- 0:05:41 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはなしシ

リーズです。本講座では特に、手洗いについて、基礎編、実践編ごとの

レッスンに分けて解説していきます。手洗いによる衛生管理の徹底は、感

染症や食中毒の予防にとても効果的です。忘れがちな手洗いについて、今

一度理解を深めましょう。

2 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-001 〇 学生・新入社員のためのビジネスマナー講座 1:41:33 動画

社会人として働く上で必須となるビジネスマナーを基礎から学びます。ビ

ジネスマナーの重要性、報連相、指示の受け方、身だしなみ、挨拶、敬

語、電話応対、来客対応などの知識・スキルが身につきます。様々なビジ

ネスシーンで相手に不快感を与えない、適切な対応ができるようになりま

しょう。

11 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-006 〇
意識マナー・コミュニケーション表現技術スペシャリストへ

の道～ビジネスマナー講座編～
0:41:10 動画

正しいビジネスマナーは円滑なコミュニケーションの第一歩です。挨拶・

お辞儀の仕方、行き先を示すマナー、名刺交換、案内誘導、正しいお茶の

出し方、身だしなみのポイント、冠婚葬祭のマナーといった場面ごとのビ

ジネスマナーを、NG例も踏まえてより実践的に学んで身に着けましょ

う。

12 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-007 〇 若手社員のための結果に差が出る仕事力講座 0:54:53 動画

本コースは入社半年後から3年目程度の若手社員を対象として、仕事で成

果を上げるための「7つの仕事力」を学びます。業務の真の目的を考えて

動く、PDCAサイクルの回し方、業務の優先順位の考え方、タイムマネジ

メントなど、業務を効率よく遂行するためのスキルを身に着けましょう。

4 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-009 〇 社会人の行動のオキテ【基礎編】 0:56:35 動画

社会人に必要な意識、ビジネスマナーの重要性、職場の基本マナー（社内

でのあいさつ、言葉づかい）、立ち姿勢・お辞儀のポイント、社会人にふ

さわしい言葉づかい（敬語の基本、間違いやすい敬語）について学びま

す。社会人としての心構えから理解し、正しいビジネスマナーを身に着け

ましょう。

11 -
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社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-010 〇 社会人の行動のオキテ【仕事編】 0:38:52 動画

業務を遂行する上で身に着けておくべき考え方があります。本コースで

は、仕事には計画・実行・修正・再実行のプロセス（PDCAサイクル）が

あること、上司や先輩から指示を受ける際の注意点、報告・連絡・相談の

重要性を学びます。業務の進め方を身に着け、効率よく仕事をできるよう

になりましょう。

3 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-013 〇 ケース映像で学ぶビジネスマナー講座 0:13:26 動画

電話応対や、名刺交換、来客対応、法人訪問の際に求められるマナーを、

実写で解説します。複雑な動作を分解して示すことで、しっかり理解でき

るようになっています。仕事でよくある場面をドラマ調に演出し、スライ

ドと合わせて13分で実践的に学べる教材です。

4 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-014 〇 初心に帰ろう！ビジネスマナー講座 0:22:37 動画

来客対応（受付対応、ご案内、お茶出し）、顧客訪問（会社到着時のマ

ナー、会議室でのマナー）、名刺交換（1対1、上司の紹介）、報告・連

絡・相談（指示の受け方、報告、連絡、相談）、電話応対（受電マナー、

伝言の受け方・受話器の置き方）を学び、ビジネスマナーをしっかり身に

着けましょう。

13 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-015 〇 （スライド）学生・新入社員のためのビジネスマナー講座 1:41:00 スライド

社会人として働く上で必須となるビジネスマナーを基礎から学びます。ビ

ジネスマナーの重要性、報連相、指示の受け方、身だしなみ、挨拶、敬

語、電話応対、来客対応などの知識・スキルが身につきます。様々なビジ

ネスシーンで相手に不快感を与えない、適切な対応ができるようになりま

しょう。

1 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-016 〇
（スライド）意識マナー・コミュニケーション表現技術スペ

シャリストへの道 ～ビジネスマナー講座編～
0:41:00 スライド

正しいビジネスマナーは円滑なコミュニケーションの第一歩です。挨拶・

お辞儀の仕方、行き先を示すマナー、名刺交換、案内誘導、正しいお茶の

出し方、身だしなみのポイント、冠婚葬祭のマナーといった場面ごとのビ

ジネスマナーを、NG例も踏まえてより実践的に学んで身に着けましょ

う。

1 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-017 〇 気を付けたい5つの言葉　その言葉間違っていませんか？ 0:04:47 動画

丁寧に話しているつもりで、実は間違った敬語を使っていませんか。名前

を確認する、何かを指し示す、希望を確認する、何かを渡す・説明する、

手続きやルールを説明するといった、ビジネスでよくある場面ごとに間

違った敬語と正しい敬語を学び、正しい言葉遣いを身に着けましょう。

1 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-018 〇
今さら聞けない！名刺交換～スマートな名刺交換で第一印象

アップ！～
0:07:23 動画

名刺交換は社会人として必須のマナーですが、あなたは正しく名刺交換で

きていますか。正しくスマートな名刺交換は相手に好印象を与えます。こ

れから社会人になる方も、今まで実は自己流で名刺交換していた方も、場

面ごとの正しい名刺交換の方法を学び、ビジネスチャンスを掴みましょ

う。

1 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-019 〇 ビジネスマナーと安全衛生 0:14:36 動画

本コースでは、社会人としての心構えや挨拶、言葉遣い、身だしなみ、報

連相などビジネスマナーの基本的なことを解説するとともに、職場に潜む

リスクやその対策、ヒヤリ・ハット、危険予知訓練、5S活動、事故や災

害への備えと対応、ストレスマネジメントなど、安全衛生の基礎知識を解

説します。

12 〇

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-020 〇 仕事の進め方講座 0:26:23 動画

「仕事の進め方」はすべての仕事に通じるものです。仕事の依頼を受ける

ときや、仕事を始めるとき、終了報告など場面毎のポイントや、仕事を通

して成長するためのポイントを解説します。仕事の始まりから完了までの

基本的な流れと、仕事を進める上で覚えておきたいキーワードを理解しま

しょう。

7 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-021 〇 職場の常識 0:28:38 動画

本コースでは、出勤時や勤務中、外出・休憩時、退勤時のポイントや、社

外でのマナー、休暇の取り方、SNSの使い方など、社会人として役に立つ

基本的なルールやマナーを解説します。社会人として身につけておくべき

職場の常識を身につけて、業務を円滑に行えるようになりましょう。

1 -
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社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-022 〇 社会常識 1:08:24 動画

業種に関わらず、社会人としての常識が身についていないと周りからの評

価が下がる原因になります。本コースでは、「社会常識とは」ということ

から、挨拶や贈り物、宴会・接待などの日常場面や、結婚式・葬儀、食事

のマナーなどの社会常識を解説します。社会常識を身につけ周囲と良好な

関係を構築しましょう。

9 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-023 〇 ビジネスマナー講座 0:55:41 動画

本コースでは、社会人に求められるビジネスマナーについて学びましょ

う。お辞儀、電話・来客対応、名刺交換、訪問などスキル的なことや、心

構えから第一印象の重要性、身だしなみ、挨拶・言葉遣い、敬語・話の聞

き方など常日頃から気を付けるべきポイントについて、網羅的に解説いた

します。

10 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-024 〇 新人・若手向けビジネスｅメールの書き方講座 0:24:46 動画

モーションコミックを通じてビジネスｅメールの基礎を学んでいきます。

電話とｅメールの違いやeメールの全体構成、注意事項、守るべきマ

ナー、間違いやすい敬語や敬称をきちんとおさえることで、ビジネススキ

ルの基礎であり、新入社員の不安の種でもあるビジネスｅメールのスキル

向上を目指します。

6 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-025 〇 社会人の基本を押さえる【報・連・相】 0:08:44 動画

ビジネスマナーは日本で仕事を行うための共通言語です。自分らしさを出

す前にまず基本をしっかり確認しましょう。本コースではビジネスにおけ

る報告・連絡・相談のポイントを解説します。報告・連絡・相談は業務を

円滑に進めるための基本です。報告・連絡・相談の基本を理解して業務に

取り組みましょう。

1 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-026 〇 タイムマネジメント講座 0:21:40 動画

タイムマネジメントは仕事を進める上で、時間を有効に使える効果的なマ

ネジメント方法です。本講座では、タイムマネジメントの原則や

「QCDR」といった基本な考え方を解説します。モーションコミックを用

いて具体的なシーンを再現しながら、実用的なタイムマネジメントを学ぶ

ことができます。

5 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-027 〇 仕事の進め方とPDCA講座 1:15:34 動画

本講座では、講師が様々な業界・業種に共通する仕事の進め方のポイント

を解説します。大きく4つの考え方「相手目線」「他者視点」「QCDR」

「PDCA」について、それぞれの活用方法をケースを通して学んでいきま

す。

6 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-028 〇 ビジネスマナー講座 2:27:39 動画

ビジネスの基本となるビジネスマナーに関して、印象管理から接客、敬

語、電話、メール、文書、コミュニケーション、会議、プレゼン、冠婚葬

祭、接待など、必要な項目すべてを網羅した講座です。ビジネスシーンで

迷ったときや、学びなおしておこうと思ったときなどにも、本講座をご活

用ください。

32 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-029 〇 宴会のマナー講座 0:17:47 動画

宴会におけるマナーを、クイズ番組形式で、準備編、当日・会場編、翌日

編の3部に分けて学び、宴会幹事を任された時の3つのポイントを押さえ

ることができます。クイズ形式で、分かりやすく記憶に残りやすい教材で

す。社会人ならではの宴会でのマナーを身につけましょう。

3 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-030 〇 言葉遣い講座 0:13:40 動画

本講座では、ビジネスシーンにあった言葉遣いを学びます。敬語の作り方

や、基本的な使い方だけでなく、間違いやすいポイントも分かりやすく解

説しています。また、ビジネスシーンでよく使用する表現を練習するコー

ナーもあり、実践的な学習ができます。

4 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-031 〇 2021年改訂_ビジネスマナーを学ぶ 1:00:00 スコーム

敬語と言葉遣いの基本、名刺の扱い方や訪問・来客などの接客マナー、報

連相やPDCAなどの仕事の基本的な進め方、電話とEメールのマナー、ビ

ジネス文書のマナーなど必須のビジネスマナーについて、図表を活用しな

がら学びます。様々なビジネスシーンで適切な対応ができるようになりま

しょう。

1 〇
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社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-038 〇 2021年改訂_ビジネス文書の書き方 1:00:00 スコーム

ビジネス文書の概説から、報告書や企画書、稟議書といった社内文書の書

き方、社外文書の書き方、図やグラフ、箇条書き等わかりやすい・見やす

い文書の作り方、電子メールの書き方、文書提出のタイミングを学びま

す。ビジネスパーソン必須のビジネス文書の書き方を基礎からマスターし

ましょう。

1 〇

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-039 〇 テレワーク時の働き方の基本 0:27:00 動画

本講座では、テレワークで期待されていることを理解した後、テレワーク

を行う際の心構えや適切な働き方について学びます。また、Web会議に参

加するときのルールや注意点についても学びます。

・テレワーク時の心構えと働く環境の準備

・テレワークにおける上司への報連相

・Web会議に参加する場合の注意点

1 〇

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-002 〇
【日本一の研修】Office2013実務でよく使う基本機能と新機

能　Excel・Word・PowerPoint
0:57:45 動画

office2003から移行する方を対象に、office2013の実務でよく使う新機能

を解説します。アプリケーション共通のリボンインターフェースや、

Excelのグラフ作成と編集・新しい関数、Wordの表と罫線・差し込み文

書、PowerPointのSmartArt等を学びましょう。

17 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-003 〇
【日本一の研修】Excel 2010 エクセル関数を使わない大量

データ集計
0:42:17 動画

Excelのピボットテーブルは働く上でよく求められるスキルです。ピボッ

トテーブルを使うことによって、関数が苦手な方も複雑な集計を関数無し

で簡単にできるようになります。関数が得意な方にもこのコースを受けて

いただければ、適切な集計を行うことができるようになります。

6 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-004 〇
【日本一の研修】Excel 2010 Excel を間違って覚えないため

の最初の一歩
1:57:03 動画

「Excelで報告書作成」を題材に、書籍・独学では学びにくい＜表の作成

手順＞＜データ入力のしかた＞＜計算式の設定方法＞＜グラフの選び方＞

など、業務効率を飛躍させるためのExcelの基礎を徹底的に身に付けま

す。マクロ等の応用的なスキルを理解する上でも基礎を身に着けることは

必須です。

16 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-005 〇
【日本一の研修】Excel 2010 エクセル実践使える関数と

ショートカット
1:26:59 動画

本コースは、Excelで計算や集計などを行う業務処理の効率を図りたい方

を対象にしています。Excelで用意されている数多くの関数のうち、業務

で使えるシーンが多い関数の使い方をマスターします。また、効率的に作

業をする手段の一つとしてショートカットキーも紹介しています。

12 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-006 〇
【日本一の研修】Excel 2010 エクセル自動化・マクロはじめ

の一歩
1:28:38 動画

Excelで行う業務処理をより一層効率化するための手段として、マクロの

自動記録を学習します。「マクロとは何か」から始め、データ整形やコ

ピー・貼り付け･テキストファイルの処理など定型業務処理を自動化する

方法や、自動記録したマクロを編集して、より使いやすいマクロにする手

法を学びます。

10 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-009 〇
【日本一の研修】Word2010 ビジネス文書のための効率的

ワード活用テクニック
0:52:45 動画

Wordの基本的な使い方を習得します。効率的な書式の設定方法、表と罫

線を利用する方法、ヘッダーやフッターを設定する方法、既存のExcel

データを利用した文書を作成する方法などを学習します。社内文書や社外

文書を題材にしているため、実践的にWordの知識を身に着けることがで

きます。

11 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-011 〇
【日本一の研修】PowerPoint2010 効率的なパワーポイント

スライド作成テクニック
1:17:13 動画

PowerPointの基本的な使い方を習得します。効率的なスライドのデザイ

ン設定方法、テキストや画像の効果的な表現方法、表やグラフの作成や編

集をするための機能、手早く図表を作成する方法、既存のWordやExcelの

ファイルをスライドで活用する方法などを学習します。

17 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-013 〇
【日本一の研修】 Access2010 Accessシステム作成

「Access初級」
3:11:14 動画

本コースでは、Accessで「受注管理システム」を構築し、日々蓄積され

ていくデータを保存・活用・管理する方法を習得します。新規データベー

スの作成、Excelデータのインポート、クエリの作成、フィールドの操作

と移動など、Accessの基本操作を身に着けましょう。

21 -
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社会人スキル Microsoft Office SKIL02-014 〇
【日本一の研修】Excel 2016　エクセルを間違って覚えない

ための最初の一歩
1:10:13 動画

Excel2016の基本操作であるシートの操作や文字列・日付の入力、表の書

式設定、フィルター等を学びます。また、関数を使う上で理解しておくべ

き絶対参照・相対参照、よく使う関数であるIF関数とAVERAGE関数を学

びます。本コースでExcelの正しい基本操作をマスターしましょう。

23 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-015 〇
【日本一の研修】Excel 2016 エクセル実践 使える関数と

ショートカット
1:49:06 動画

Excel2016で計算や集計などを行う業務処理の効率を図りたい方を対象に

しています。Excel2016で用意されている数多くの関数のうち、業務で使

えるシーンが多い関数の使い方をマスターします。また、効率的に作業を

する手段の一つとしてショートカットキーも紹介しています。

10 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-016 〇
【日本一の研修】Excel 2016 エクセル 関数を使わない大量

データ集計
0:27:01 動画

Excelのピボットテーブルは働く上でよく求められるスキルです。ピボッ

トテーブルを使うことによって、関数が苦手な方も複雑な集計を関数無し

で簡単にできるようになります。関数が得意な方にもこのコースを受けて

いただければ、適切な集計を行うことができるようになります。

9 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-017 〇 【日本一の研修】Excel 2016 エクセルマクロ入門 0:52:38 動画

Excelで行う業務処理をより一層効率化するための手段として、マクロの

自動記録を学習します。「マクロとは何か」から始め、データ整形やコ

ピー・貼り付け･テキストファイルの処理など定型業務処理を自動化する

方法や、自動記録したマクロを編集して、より使いやすいマクロにする手

法を学びます。

13 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-018 〇
【日本一の研修】Word 2016　ビジネス文書を作成するため

の効率的Word活用テクニック
0:57:13 動画

Wordの基本的な使い方を習得します。効率的な書式の設定方法、表と罫

線を利用する方法、ヘッダーやフッターを設定する方法、Excelデータを

利用した差し込み文書を作成する方法などを学習します。社内文書や社外

文書を題材にしているため、実践的にWordの知識を身に着けることがで

きます。

23 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-019 〇
【日本一の研修】PowerPoint 2016 効率的なPowerPointスラ

イド作成テクニック
1:02:54 動画

PowerPoint2016の基本的な使い方を習得します。効率的なスライドデザ

インの設定方法、テキストや画像の効果的な表現方法、表やグラフの作成

や編集をするための機能、手早く図表を作成する方法、既存のWordや

Excelのファイルをスライドで活用する方法などを学習します。

22 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-020 〇
【日本一の研修】Access 2016  Access初級　Accessシステ

ム作成
1:52:38 動画

本コースでは、Accessで「受注管理システム」を構築し、日々蓄積され

ていくデータを保存・活用・管理する方法を習得します。新規データベー

スの作成、Excelデータのインポート、クエリの作成、フィールドの操作

と移動など、Accessの基本操作を身に着けましょう。

43 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-021 〇 【日本一の研修】ビジネスExcel 7つの原則 0:22:28 動画

Excelのデータは時に「作成者以外操作（編集）できない」ことがありま

す。本コースでは誰が見てもわかる・操作できるデータにするための7つ

の原則（マスタDB・ピボットテーブル・マクロ・Excelの禁則やマナー・

構造のシンプル化・可読性・行列参照・構造のシンプル化）を学びます。

10 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-022 〇
【日本一の研修】営業担当者のためのPowerPointによる提案

書作成術
0:33:35 動画

本コースでは提案内容決定プロセス、提案書の構成、スライドの構成要

素、伝わる文章・グラフ・図解・表の作り方を学びます。PowerPointを

使って資料を効果的かつ効率的に作成できるようになります。

PowerPointを使う全ての方に身に着けていただきたいスキルです。

8 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-023 〇
【日本一の研修】RPAとビジネスExcel　Excel資産を有効活

用するために
0:13:35 動画

RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）は業務フローを自動

化するものとして注目されています。ExcelをRPAで連携する際の問題点

を理解し、問題点を解決する高精度・高可読・短時間・高互換なデータを

作成する方法を学びます。RPAでExcel資産を有効活用しましょう。

10 -
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社会人スキル Microsoft Office SKIL02-024 〇 【日本一の研修】Excel2016 Excel超入門 0:21:38 動画

Excelを初めて学ぶ方を対象に、Excelでできること、起動方法と構成要

素、ブックの保存方法、文字・日付・数値の入力、合計・平均の算出、

データ配置の変更、罫線の設定、グラフの作成について学びましょう。

Excelの基本操作を習得して、グラフを作成できるようになりましょう。

14 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-025 〇 【日本一の研修】Word2016 Word超入門 0:24:32 動画

ワープロソフトであるWordの基本を一から学べるコースです。Wordに触

れたことがない方を対象に、Wordの起動方法や編集記号の表示、文書の

編集など、初歩の初歩から解説します。このコースを受講すると、Word

の基本操作をマスターして、A4用紙1枚のビジネス文書を効率的に作成で

きるようになります。

12 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-026 〇 【日本一の研修】Excel 2016データ集計テクニック超入門 0:16:38 動画

今までExcelでデータの集計作業を行ったことがないという方に向けて、

データ集計について基礎からお伝えします。このコースを受講すること

で、Excelのデータ活用のための並べ替え、フィルター、ピボットテーブ

ルといった基本的なテクニックを身につけて、Excelによる集計処理を素

早く、正確にできるようになります。

4 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-027 〇
【日本一の研修】Excel 2016 Excel グラフ作成テクニック超

入門
0:26:36 動画

グラフ作成機能に特化したExcel入門講座です。グラフ作成の原則から、

グラフ編集用のタブの確認、グラフのサイズと位置の変更、グラフのタイ

トルとグラフスタイルの変更、行列の切り替え、グラフタイトルの削除と

目盛り線の設定、グラフの種類の変更等を解説します。グラフ作成をマス

ターしましょう。

10 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-028 〇 【日本一の研修】Power BI 活用講座 1:01:29 動画

データの視覚化を実現するためのPowerBI活用講座です。PowerBIの構成

から気道とファイル保存、データの取り込み、スライサー、ドーナツグラ

フ、折れ線グラフ、積み上げ縦棒グラフ、マップ、テーブル、データの更

新などの方法を解説します。PowerBIを活用したデータ処理やレポートの

作成をマスターしましょう。

13 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-029 〇 【日本一の研修】Excel2016 Excelマクロ超入門 0:28:09 動画

Excelのマクロ機能を使いこなせるようになると、業務をより効率的に進

めることができるようになります。本コースでは、マクロの作成やマクロ

のボタンへの登録、記録と実行の方法、操作と記録などを解説します。自

動記録でマクロを作成し、Excelの処理を自動化できるようになりましょ

う。

10 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-030 〇 【日本一の研修】Excel2016 Excelデータ分析テクニック 1:15:47 動画

本コースでは、ヒストグラム、パレート図、グラフ種類の変更、散布図、

相関係数、回帰分析、移動平均、指数平滑法、シナリオ、ゴールシークな

ど、Excelを使ってデータ分析をする際のテクニックを解説します。Excel

でのデータ分析や統計分析に関わる機能や関数を使えるようになりましょ

う。

22 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-031 〇 操作画面を見ながら学べるMicrosoft Excel講座 0:38:26 動画

本講座では、Microsoft Excelの実務で使える基本的なスキルを、Excelの

操作画面を通して解説します。書式設定や印刷、関数、グラフ、ピボット

テーブルなど、おさえておきたい基本操作を短い時間で学べます。

7 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-032 〇 【日本一の研修】PowerPoint 2016 PowerPoint超入門 0:19:29 動画

PowerPointを使って企画書や提案書を作成したい方向けの入門コースで

す。企画書や提案書を作成する際に必要となる箇条書き等の文字入力、図

や写真の配置・加工、グラフの作成方法と効率的に操作するためのショー

トカットを身に付けていただきます。本コースは、PowerPoint初級の前

に受講いただきたいコースです。

7 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-033 〇 【日本一の研修】Access 2016  Access超入門 0:33:21 動画

Accessがどういったものかわからない、Accessにチャレンジしたが挫折

した方々向けのコースです。Accessシステムを構築する場合に、最も実

務に多いExcelデータの移行を事例にして、データベースの構築、入出力

フォームの作成、データの抽出を学んでいただきます。本コースは

Access初級の前に受講いただきたい入門コースです。

10 -
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社会人スキル Microsoft Office SKIL02-034 〇 【日本一の研修】 Office 2016 - 実務でよく使う機能と新機能 1:18:08 動画

Office 2016でよく使う機能と、新しく採用された機能を解説するコース

です。Word、Excel、PowerPointで共通する機能から、各アプリケー

ションの便利な機能の操作方法を学びます。Office 2016を使用したこと

がない方、各ソフトウェアの基礎を学びたい方、これから仕事でOffice 

2016を使用する方にお勧めのコースです。

17 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-035 〇 【日本一の研修】 Office 2019 - 実務でよく使う機能と新機能 1:19:44 動画

Office 2019でよく使う機能と、新しく採用された機能を解説するコース

です。Word、Excel、PowerPointで共通する機能から、各アプリケー

ションの便利な機能の操作方法を学びます。Office 2019を使用したこと

がない方、各ソフトウェアの基礎を学びたい方、これから仕事でOffice 

2019を使用する方にお勧めのコースです。

17 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-036 〇 【日本一の研修】 Office 365- 実務でよく使う機能と新機能 1:27:25 動画

Office 365でよく使う機能と、新しく採用された機能を解説するコースで

す。Word、Excel、PowerPointで共通する機能から、各アプリケーショ

ンの便利な機能の操作方法を学びます。Office 365を使用したことがない

方、各ソフトウェアの基礎を学びたい方、これから仕事でOffice 365を使

用する方にお勧めのコースです。

17 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-037 〇 【日本一の研修】Excel 2016 Excel データベース作成 0:36:32 動画

Excelでのデータベース作成について、基礎から学べるコースです。デー

タ入力の制御、日付関数の利用からCSVデータの取り込みまで、具体的な

操作方法を学びます。Excelのデータベース機能を使用したことがない

方、Excelでのデータベース作成の基礎を学びたい方、これから仕事で

Excel関数を使用する方にお勧めのコースです。

7 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-038 〇 【日本一の研修】Excel 2016 Excel 関数超入門 0:27:24 動画

Excelの基礎的な関数の使い方を学ぶコースです。集計に使用する関数

（SUM、AVERAGE、COUNT、MAX、MIN)、端数処理を行う関数

（ROUND、ROUNDUP、ROUNDDOWN）、そしてIF関数を身に付けて

いただきます。本コースは、Excel実践使える関数とショートカットの前

に受講いただきたい入門コースです。

6 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-039 〇 操作画面を見ながら学べるMicrosoft Word講座 0:50:51 動画

本講座では、Microsoft Wordの実務で使える基本スキルを、操作画面を通

して解説しています。書式設定や印刷の仕方、ヘッダー・フッターの設定

などの基本操作から、知っておくと便利な差し込み印刷まで、おさえてお

きたいスキルを短時間で学べます。

5 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-040 〇 操作画面を見ながら学べるMicrosoft PowerPoint講座 0:36:31 動画

本講座では、Microsoft　PowerPointの実務で使える基本的なスキルを、

PowerPointの操作画面を通して解説します。図形の作成やテーマの設

定、アニメーションやスライドショーなど、おさえておきたい基本操作を

短い時間で学べます。

7 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-041 〇 VBA基礎① 0:56:24 動画

本講座では、VBAの基礎について学びます。VBAとは、Excelを中心とし

たOfficeアプリケーションでの作業効率化につながるプログラミング言語

です。本講座では特に、VBAの概要や環境構築といったスタートの部分か

ら、コーディングのやり方やセルの操作方法といった基本的な部分をレク

チャーしていきます。

7 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-042 〇 VBA基礎② 0:59:26 動画

本講座では、VBA基礎①に引き続き、Officeアプリでの作業効率化プログ

ラミングであるVBAの基礎について学んでいきます。本講座では特に、最

も重要な『変数』について学びます。VBAへの指示の出し方や、より効率

的にコードを記述する方法、繰り返し処理、回数を決めない繰り返し処理

について学習します。

6 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-043 〇 VBA基礎③ 1:08:23 動画

本講座では、VBA基礎①・②に引き続き、Officeアプリでの作業効率化プ

ログラミングであるVBAの基礎について学んでいきます。本講座では特

に、データベースのセル範囲自動指定やフィルターをかける方法、データ

の並び替えや他のセルへ転記する方法など、データの取り扱いについて学

習します。

5 -
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社会人スキル Microsoft Office SKIL02-044 〇 VBA基礎④ 0:57:46 動画

本講座では、VBA基礎①・②・③に引き続き、Officeアプリでの作業効率

化プログラミングであるVBAの基礎について学んでいきます。本講座では

特に、ファイルの取得や検索、Dir関数やループ処理、他ブック操作、条

件分岐などについて解説していきますので、これまでのVBA基礎講座と合

わせて学習してください。

7 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-045 〇 VBA実践① 0:28:38 動画

本講座では、基礎編①～④で学習したことを応用して、連続印刷ツールを

実践的に作成していきます。本講座では特に、ボタン一つで自動的に連続

印刷する処理を学習します。VBAスキルの実用的な使い方を学びましょ

う。本講座を学ぶ前に、基礎編①～④の学習をおすすめします。

4 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-046 〇 VBA実践② 1:02:50 動画

本講座では、基礎編①～④で学習したことを応用して、接客対応記録ツー

ルを実践的に作成していきます。本講座では特に、入力フォームとデータ

ベースの連携方法を学習します。VBAスキルの実用的な使い方を学びま

しょう。本講座を学ぶ前に、基礎編①～④の学習をおすすめします。

7 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-047 〇 VBA実践③ 0:46:06 動画

本講座では、実践①・②に引き続き、基礎編で学んだVBAのスキルを応用

して、Excel上で請求書を自動で作成する方法について学んでいきます。

動画に沿って操作を行うことで、動画を見終わるころには現場でも使える

請求書の自動作成ツールを作ることができますので、ぜひ実務に活用して

ください。

4 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-048 〇 VBA実践④ 0:37:58 動画

本講座では、実践①・②・③に引き続き、基礎編で学んだVBAのスキルを

応用して実務でも活用できる自動ツールを作成していきます。本講座では

特に、複数のエクセルファイルを連携させる方法を学習するとともに、売

り上げの自動集計ツールを作成していきます。現場でも活用できるツール

ですので実務に活かしていきましょう。

4 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-049 〇 VBA実践⑤ 0:34:16 動画

本講座では、基礎編で学んだVBAのスキルを応用して実務でも活用できる

自動ツールを作成していきます。本講座では特に、ブック操作やシート操

作を学習するとともに、売上データを担当者別ブックへ分割するマクロを

作成していきます。現場でも活用できるツールですので実務に活かしてい

きましょう。

4 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-050 〇 Word操作基礎 0:42:43 動画

本講座では、VBAによるWord操作の概要を学習します。VBAはExcelだけ

でなく、Wordにおいても活用することができます。本講座では特に、

Wordファイルを開く方法、Wordファイルの印刷、PDF化についてレク

チャーしていきます。Wordを使った大量のデータ作成をVBAによって効

率化していきましょう。

4 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-051 〇 Word操作実践 1:00:37 動画

本講座では、基礎編に引き続き、VBAによるWord操作の概要を学習しま

す。本講座では特に、繰り返し処理や置換処理、PDF化などの処理を一連

で行う操作ツールを作成していきます。本講座を終える頃には、PDF資料

の作成までを完了できる自動化ツールを作成することができるようになり

ます。

7 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-052 〇 VBA応用知識 0:25:04 動画

本講座では、VBA講座の応用知識として、マクロパーツ化、マクロ呼び出

し、コード修正について解説していきます。これらの知識を活用すること

により、実作業中のエラー修正や作業の効率化などを図ることができま

す。最後には、VBA講座のまとめもついておりますので、基礎編、実践

編、Word活用編と合わせてご利用ください。

4 -

社会人スキル Microsoft Office SKIL02-053 〇 Excelで学ぶ統計学 2:23:16 動画

この講座では、Excelを使いながら、難しい数式をできるだけ使わずに統

計学の基本である確率分布や仮説検定を学びます。ビジネスで使う統計学

であれば、中学生レベルの数学がわかっていれば理解できます。統計学を

学び、チャンスやリスクを定量化できれば、ビジネスでの意思決定も変

わってきます。

45 〇
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社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-001 〇 徹底活用！gmail仕事術 0:30:59 動画

Googleが提供している無料メールサービスGmailは単なるメールだけの

サービスではありません。使い方を知れば、検索性が高く容量も充分な自

分専用のデータベースとなりえます。本講座ではGmailの様々な魅力を余

すところなくお伝えします。Gmailを使いこなせるようになりましょう。

3 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-018 〇 Facebook 3000 いいね！ 必達プロジェクト 1:40:11 動画

本講座では、たった3ヶ月で自身の運営するFacebookページで、3,000い

いね！の獲得に成功した井上先生が「いいね！」を集めるノウハウと、そ

の波及効果について詳しく解説し、45万人にリーチすることを目指しま

す。Facebookを活用して最大限の効果を上げましょう。

9 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-019 〇 見えない顧客を「見える化」するアクセス解析入門 0:45:17 動画

ホームページにアクセスしているユーザーの動向は、ツールの発達により

かなり細かいところまでわかります。本講座では代表的な

GoogleAnalyticsの解析データの読み方から利用の仕方を学び、ユーザー

の見える化やWebマーケティングを検討するうえでの考え方を伝授いたし

ます。

4 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-020 〇 どんな商売にも効く検索エンジン広告 0:20:39 動画

インターネット広告市場は2014年に1兆円の市場規模に達し、今後の伸び

も大きく期待されています。中でも検索エンジン広告は、広告としての効

果が高く、費 用対効果も明確であるなどの注目株です。本講座では、検

索エンジン広告の基本について、初心者に分かりやすく解説いたします。

2 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-021 〇 デザイン・プログラム知識ゼロでも出来るHP制作 0:14:50 動画

ホームページは、コストをかけなくても無料ツールで誰でも制作できるよ

うになりました。しかし、制作できるだけでは駄目で、きちんとホーム

ページ開設の目的を達成する必要があり、そのための工夫は欠かせませ

ん。本コースでは、ホームページ制作における基本的な考え方を整理して

お伝えします。

2 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-022 〇 ざっくりわかるインターネットの基礎 0:12:05 動画

「インターネットってなに？」この質問にあなたは的確に答えられるで

しょうか？本コースでは、インターネットの基本中の基本である「web」

「インターネット」「コンピュータ」とは何かということを平易な言葉で

わかりやすく解説します。インターネットの基本中の基本から理解しま

しょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-027 〇 Photoshop初級講座 0:48:19 動画

ネットが普及し、何かを調べる際にはまず初めにHPやSNSをチェックす

る時代。多くの人に見てもらうには、魅力的な写真やWEBバナーが必要

です。それらの出来によって、集客や企業の好感度は大きく変わります。

かといって、デザイナーに毎回頼むのは高額。自分で自由に、素敵なグラ

フィックを作れるようになりましょう。

20 〇

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-028 〇 Illustratorデザイン基礎 1:15:28 動画

デザインの歴史やレイアウト、IllustratorとPhotoshopの違い、レイ

ヤー、パスやオブジェクト、オブジェクトの性質、黒矢印・白矢印の役

割、カラーモードなど、Illustratorを使うにあたって、理解しておきたい

知識や、躓きやすいポイントを学びます。まずはデザインの成り立ちや

Illustrator・Photoshopの基礎知識を理解しましょう。

6 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-029 〇 Illustrator初級① 2:24:20 動画

名刺の作成を通して、図形ツールの使い方、パスファインダー、文字入

力、テキストのアウトライン化、トリムマークの作成、レイヤーの整理、

素材の埋め込みと配置の違い、データの共有方法などのIllustratorの使い

方の基本を学びます。Illustratorの基本の動作を理解して、ロゴや名刺を

作れるようになりましょう。

5 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-030 〇 Illustrator初級② 2:23:45 動画

Illustratorは使えるようになると便利なツールです。フライヤー製作に必

要な基礎知識や写真の切り抜きとマスク、写真の明るさ調整と合成、ペン

ツールを使った切り抜き、様々なデータ保存方法、フォーマットの作り

方、入稿データの作り方を解説します。フライヤー製作を通して、

Illustratorの基本の動作を理解しましょう。

8 -
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社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-031 〇 資料づくりの基礎知識講座 0:29:58 動画

資料づくりを頼まれた時、すぐに資料を作り始めていませんか。有用性の

高い資料を効率よく作るために、抑えておきたいポイントがぎっしり詰

まった講座です。資料作成の準備や整え方を学び、ビジネスシーンで有用

性の高い資料の作り方を習得することによって、業務進行の効率化や業務

成果の向上を目指しましょう。

6 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-032 〇 分かりやすい資料の作り方 0:47:29 動画

本講座では、わかりやすい資料を作るための基本を解説します。特にわか

りやすいとはどういうことか、資料作成のステップに加えて、わかりやす

い文章の基本と、図解化のポイントをお伝えします。基本編に加え、デザ

イン編、操作編（PowerPoint）によって実際の資料の作り方も解説して

います。

6 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-033 〇
【情報処理安全確保支援士】LAN・WANの接続形態　ネット

ワーク
0:04:43 動画

本講座では,ネットワークの種類と接続形態について説明していきます。

現在ではどのような企業でも,ネットワーク回線を使用して業務を行って

います。また,リモートワークの普及により,ネットワークについての知識

は必須のものとなりつつあります。本講座にて,ネットワークの種類と接

続形態について学びましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-034 〇
データリンク層、イーサネットフレーム、MACアドレス・

ARP/RARP/GARPがわかる！
0:10:00 動画

本講座では、MACアドレスとARPについて説明していきます。MACアド

レスとは、パソコンやルータなどのネットワーク機器などについている固

有の識別番号になります。PCを扱う上で知っておくと便利な知識です。

プログラマーやエンジニアでなくとも、ネットワークアドレスについての

知識をしっかりと身に着けておきましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-035 〇
OSI参照モデルとTCP/IP　ネットワークスペシャリスト試験

対応
0:06:42 動画

本講座では、情報処理技術者試験を受けられる方向けにプロトコル、OSI

参照モデル、TCP/IPの概要について解説していきます。情報処理技術者

試験を念頭に置いていない方でも、PCに関する一歩進んだ知識として、

本講座はおすすめです。本講座にて、PCの応用的な知識を身につけま

しょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-036 〇
VLAN技術【情報処理安全確保支援士】ポートベース・タグ

VLAN×イーサネットフレーム
0:07:47 動画

本講座では、VLAN技術、ポートベース・タグVLAN、イーサネットフ

レームについて解説していきます。本来は情報処理安全確保支援士を目指

す人に必要な知識ですが、情報化社会において業務にネットワークを必要

とするビジネスパーソンにとって知っておいて損はない知識となりますの

で、ぜひご活用ください。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-037 〇
【情報処理安全確保支援士】ダイナミックパケットフィルタ

リング /情報セキュリティマネジメント
0:02:03 動画

ダイナミックパケットフィルタリングとは、フィルタリングルール（テー

ブル）を動的に制御する仕組みのことで、必要最低限のルール（テーブ

ル）のみで設定でき、セキュリティを高めることができるようになりま

す。本講座では、ダイナミックパケットフィルタリングについて学ぶこと

ができます。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-038 〇
【情報処理安全確保支援士】RLO識別子 /情報セキュリティ

マネジメント
0:01:14 動画

RLOとは、Unicodeで定義されている制御文字の一つで、横書きの文字の

流れを「右から左」に変更するものです。本講座では、RLO識別子につい

ての基礎知識について解説していきます。PCスキルをアップさせたい、

技術者としてのスキルを向上させたい方は是非ご活用ください。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-039 〇
【情報処理安全確保支援士】Cookieの属性　Secure /情報セ

キュリティマネジメント
0:03:57 動画

Secure属性は、個々のcookieの動作を制御する属性の1つで、これが設定

されたcookieは「HTTPS通信の場合のみ、WebブラウザからWebサーバ

に送信される」ようになります。本講座では、cookieやセキュリティに関

する知識を解説していきます。PCスキルをアップさせたい、技術者とし

てのスキルを向上させたい方は是非ご活用ください。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-041 〇
Photoshopレタッチ┃パリッとしたクールな見た目、HDR

トーンを解説！（CC2021）
0:09:48 動画

本講座では、PhotoshopのHDRトーンを使った編集テクニックについて

解説していきます。一枚の写真でHDR合成を再現することができ、色彩

のはっきりとした印象的な写真に仕上がります。この方法は、車の写真な

どをスタイリッシュに見せたい時におすすめの方法です。

1 -
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社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-042 〇 Photoshopで背景をオシャレにぼかす方法（CC2020） 0:14:37 動画

本講座では、Photoshopで画像の背景を任意にぼかす方法について解説し

ていきます。明るさの最大値フィルターを使って玉ボケを再現すること

で、お洒落な写真に仕上げます。画像のデザイン性を高めることに繋が

り、SNSで投稿する画像などを加工する際におすすめの方法です。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-043 〇 Photoshopで手ブレ修正する方法！（CC2021） 0:11:08 動画

本講座では、Photoshopで手ブレした画像を修復する方法について解説し

ていきます。ブレの軽減フィルターを使い、自動的にブレを軽減します。

その後調整を加えることでより自然な見た目にします。望遠の写真など撮

影時に手ブレを抑えることが難しい画像に使える方法です。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-044 〇
Photoshop┃ピンボケを復元！写真をシャープにする方法

（CC2021）
0:14:57 動画

本講座では、Photoshopでピンぼけしてしまった写真を修復する方法につ

いて解説していきます。写真のピンボケの修正は、画像のレタッチの中で

も必須の技術なのではないでしょうか。スマートシャープやハイパスを

使って境界線を修復した後、テクスチャを合成することで自然にしていき

ます。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-045 〇
徹底解説！深度マップで背景をぼかす方法┃ニューラルフィ

ルター（CC2021）
0:12:16 動画

本講座では、Photoshopに追加された新機能、深度ぼかしを使って背景を

ぼかす方法について解説していきます。写真に合わせて深度マップを編集

するいくつかのテクニックを紹介しています。新機能を解説する教材は多

くありませんので、ぜひご活用ください。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-046 〇
Photoshop┃目のレタッチの方法！目を輝かせる

（CC2021）
0:12:49 動画

本講座では、Photoshopで人物のポートレートの「目」を引き立てる方法

を紹介しています。シャープ化や虹彩を明るくすることで、より印象的な

目にしていきます。目を印象的に加工することで、より人の記憶に残りや

すく、インパクトのある画像を表現できるようになります。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-047 〇 Photoshopで白黒写真をカラーにする方法！（CC2021） 0:25:02 動画

本講座では、Photoshopでモノクロ写真をカラー化する方法について解説

していきます。ニューラルフィルターのカラー化を使ってベースの色を付

けたあと、手動で色を整えていきます。AIのカラー化だけでは良い画像に

ならない時に使える方法です。レタッチ技術として、身に着けておきたい

スキルです。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-048 〇
Photoshopで木の色を変える方法│茶色を白や黒に！

（CC2021）
0:14:41 動画

本講座では、Photoshopで木の棚を白や黒の木目に変える方法について解

説していきます。トーンカーブや色相・彩度といった基本的なフィルター

を組み合わせて色を変えていきます。複数のカラーのバージョンが必要な

ときに使える方法です。知っておくと便利かつ、作業の時短にもつながり

ます。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-049 〇 Photoshopで服に柄を合成する方法（CC2021） 0:27:38 動画

本講座では、Photoshopで服に柄を合成する方法について解説していきま

す。白のTシャツにベースの色を付けたあと、パターンを合成していきま

す。様々なパターンのイメージ画像が必要なときに使える方法です。知っ

ておくと便利かつ、作業の時短にもつながります。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-050 〇 Photoshopで眼鏡の反射を消す方法（CC2021） 0:29:00 動画

本講座では、Photoshopで眼鏡に反射した光を消す方法について解説して

いきます。色相，彩度，明度ごとに合わせていき、最後に周波数部分離を

使って塗りムラを馴染ませていきます。出来るだけ元のディテールを壊さ

ずに編集出来るので、ポートレートなどにおすすめです。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-051 〇 Photoshopでフワフワな動物を切り抜く方法（CC2021） 0:16:46 動画

本講座では、Photoshopで猫など輪郭線の曖昧な動物を切り抜く方法につ

いて解説していきます。元の毛は選択とマスクから切り抜き、ブラシで毛

を追加していきます。元の毛を一本一本切り抜くのではなく、後から描き

足すことで効率的に切り抜きを仕上げていきます。本講座で、画像の切り

抜き技術をアップさせましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-052 〇 Photoshopで黒の服を白にする方法（CC2021） 0:24:59 動画

本講座では、Photoshopで黒の服を白に変える方法について解説していき

ます。大きく色を変えるのでテクスチャが壊れてしまいますが、その部分

のテクスチャを補完することで目立たせずに仕上げていきます。物の色を

大きく変えるときに使える方法を習得していきましょう。

1 -
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社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-053 〇
SMTP AUTH／SMTPS／POPS【情報処理安全確保支援士】

応用情報技術者試験
0:04:27 動画

本講座では、SMTP AUTH、SMTPS、POPSなど、メール認証技術につい

て解説していきます。普段仕事やプライベートなどでメールは日常的に使

われるツールですが、その仕組みがどのようなものか、知らない方も多い

のではないでしょうか。メール認証の技術を、本講座にて学びましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-054 〇 Photoshopで人物をレタッチする方法！（CC2021） 0:45:34 動画

本講座では、Photoshopで人物をレタッチする方法について解説していき

ます。肌の修正から髪や目の修正、フィルターなどのポートレートレタッ

チのテクニックを紹介しています。肌のレタッチには周波数分離を使い、

元のテクスチャを活かして編集していきます。人物画像のレタッチに関す

るスキルを習得しましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-055 〇
PGPとS/MIME【情報処理安全確保支援士】情報セキュリ

ティマネジメント試験
0:07:01 動画

本講座では、PGPとS/MIMEについて解説していきます。この二つは、電

子メール上で使用する電子署名であり、世界標準といえるものです。企業

で働くうえで、電子メールのセキュリティは重要なものとなります。本講

座にて、メールにおける電子署名のセキュリティや、暗号化について学び

ましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-056 〇
CPU性能 クロック周波数/MIPS/CPI 【基本情報技術者/応用

情報技術者試験】
0:04:37 動画

本講座では、CPU性能について、クロック周波数、MIPS、CPIなどのIT

用語の解説と合わせて解説していきます。PCにおいて、CPUの性能は気

になるところです。どの業務でも一定以上のPCスキルは必要なものとな

りますので、本講座にて、PCに関する知識をより一層深めていきましょ

う。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-057 〇
出題予想【情報処理安全確保支援士】TPM_耐タンパ性_ハイ

ブリッド方式
0:04:31 動画

本講座では、耐タンパ性、TPM、ハイブリット方式について解説してい

きます。耐タンパ性とは何か、またその技術詳細であるTPMの機能を理

解できるよう図を用いて解説しています。TPMとOSの関係性については

少しややこしいですが、情報技術の理解を深めることに役立ちます。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-058 〇
試験に出る！RAM・ROMの試験対策　メモリの種類解説【基

本情報技術者/ITパスポート/応用情報技術者試験】
0:04:16 動画

本講座では、PCのメモリについて、RAM、ROMなどのIT用語の解説と合

わせて解説していきます。PCのメモリに関する知識は、PCの動作などの

面で知っておきたい知識です。どの業務でも一定以上のPCスキルは必要

なものとなりますので、本講座にて、PCに関する知識をより一層深めて

いきましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-059 〇
【情報処理安全確保支援士】FQDN　完全修飾ドメイン　/情

報セキュリティマネジメント試験
0:02:50 動画

本講座では、FQDN（完全修飾ドメイン）について解説していきます。

FQDNはドメイン名とホスト名をつなげた文字列のことですが、それを構

成するドメイン名とホスト名にはそれぞれ役割があり、さらにドメイン名

は階層構造になっています。DNS関連の試験対策にも役立ちますので、

しっかりと理解を深めていきましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-060 〇 Photoshopで犬から首輪を消す方法！（CC2021） 0:19:24 動画

本講座では、Photoshopで要らない物を消す方法について解説していきま

す。この動画では犬の首輪を修復ブラシなどを使って消していきます。撮

影時に取り除く事が出来ないものを、消したい場合におすすめの方法で

す。Photoshopのスキルアップを目指しましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-061 〇
Photoshopでチョコを美味しそうにレタッチする方法

（CC2022）
0:21:31 動画

本講座では、Photoshopで生チョコの画像をレタッチしていきます。修復

ブラシツールやトーンカーブなど基本的なツールを組み合わせて編集しま

す。複雑なテクニックは必要としないので、基礎的な使い方を理解してい

る方におすすめです。Photoshopのスキルアップを目指しましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-062 〇
Photoshopで雪を積もらせる方法│風景ミキサー

（CC2022）
0:10:55 動画

本講座では、Photoshop CC2022の新機能である風景ミキサーを使った実

践テクニックを解説していきます。風景ミキサーで雪を合成した後、雪の

オーバレイを追加したり、フィルターをかけることでより自然な画像に仕

上げていきます。Photoshopのスキルアップを目指しましょう。

1 -
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社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-063 〇 Photoshopで写真をジオラマ風にする方法！（CC2022） 0:20:25 動画

本講座では、Photoshopで写真をジオラマ風にする方法について解説して

いきます。三層式の周波数分離を使ってシャドウ・ハイライト，テクス

チャを薄めた後、ボケを作ることでミニチュア感を出していきます。最後

にフィルターをかけ、ポップな見た目に仕上げます。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-064 〇 Photoshopで効率的かつ綺麗に切り抜く方法！（CC2022） 0:15:54 動画

本講座では、Photoshopで効率的に人物を切り抜いていく方法について解

説していきます。自動選択で大まかに切り抜いたあとに、境界線の色を塗

り直したり、髪の毛を描くことで自然に仕上げていきます。切り抜きの技

術は画像編集の基本となりますので、本講座にて、Photoshopのスキル

アップを目指しましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-065 〇 オンライン会議ツール（Zoom）の基本活用 0:23:09 動画

本講座では、ZOOMを用いる際の、基本的な使用方法や必要な事前準備等

について学びます。参加者としての視点と、自らホストとなって会議を開

催する場合の2つの視点で、それぞれの基本操作や注意点について学びま

す。

・事前準備

・オンライン会議ツールの参加方法

・オンライン会議の開催方法

・オンライン会議中に困ったときは

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-066 〇 Photoshopで人を別の画像に合成する方法！（CC2022） 0:25:32 動画

本講座では、Photoshopで人物を他の写真に合成する方法について解説し

ていきます。まず被写体を切り抜き、ニューラルフィルターの調和を使っ

て大まかに合成します。その後輝度，色相，彩度ごとに合わせていき、色

を馴染ませます。最後にフィルターを追加して全体的な見た目を整えま

す。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-067 〇 Photoshopで顔に被った影を消す方法（CC2022） 0:18:07 動画

本講座では、Photoshopで顔に被ってしまった影を消す方法について解説

していきます。「明るさの中間値」からぼかした周波数分離を使って出来

るだけ自然に仕上げていきます。影や明るさの調整は、Photoshopにおい

ては基本的な使い方といえます。写真加工のためには必要な知識ですの

で、本講座にて学びましょう。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-068 〇
犬の写真をかっこよく！HDRトーン等でクールに見せる方法

（Photoshop CC2022）
0:39:06 動画

本講座では、Photoshopで犬のレタッチについて解説していきます。

HDRトーンなどを使ってハイコントラストな画像に仕上げていき、力強

いかっこよさを出すことができます。まず深度マップを作って背景をぼか

し、HDRトーンなどのフィルターを適用します。その後トーンカーブで

ドッジアンドバーンをし、エフェクトを合成していきます。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-069 〇
Photoshopでハイコントラストな白黒写真にレタッチする方

法（CC2022）
0:29:08 動画

photoshopで白黒の写真を作る方法です。ハイコントラストな白黒にし、

人物をかっこよく仕上げていきます。まず、ベタ塗りから白黒にし、色相

彩度で色相に応じて明るさを整えます。その後周波数分離から肌を軽くレ

タッチし、トーンカーブで陰影を作ります。最後にハイパスやブラシ、テ

クスチャから顔のディテールを強調します。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-070 〇 Photoshopで髪の毛に色をつける方法（CC2022） 0:15:59 動画

本講座では、Photoshopで黒の髪の毛に赤などの色をつける方法について

解説していきます。髪の毛のマスクを作り、色相彩度から色を付けます。

その後トーンカーブで色を整えて色自体は完成ですが、動画で使った写真

では眉毛と髪の毛が被っていて綺麗に選択できません。出来るだけ修正を

目立ちにくくする方法も紹介しています。

1 -

社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-071 〇
Photoshopでサイバーパンクな写真を作る方法！

（CC2022）
0:41:06 動画

本講座では、Photoshopで写真をサイバーパンクな見た目に変える方法に

ついて解説していきます。被写体の切り抜きや別の画像への合成、エフェ

クトを作ってSF風に加工する方法などを紹介していきます。オブジェク

トの色見合わせや最終調整についても解説していますので、Photoshopの

スキルアップのためにぜひご活用ください。

1 -
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社会人スキル PC・タブレットスキル SKIL03-072 〇
Photoshopで動物園の柵を出来るだけ目立たなくする方法

（CC2022）
0:29:35 動画

本講座では、Photoshopで動物に被った柵を消す方法について解説してい

きます。周波数分離を使った色とテクスチャの分けかたや、色が分からな

い部分の対応、テクスチャの復元方法、フィルターを掛けて調整をするコ

ツなどを解説していきます。Photoshopのスキルアップのために、ぜひご

活用ください。

1 -

キャリアアップ キャリアアップ CARR01-015 〇 ココ・シャネルに学ぶ　女性のためのビジョンメイキング 0:11:01 動画

いくつになっても夢を持ち続ける人は有意義な人生が送れます。本コース

ではビジョン・ミッション・価値観を理解し、自身のビジョンを明確にす

るための考え方を学びます。夢を実現するために必要なビジョン・ミッ

ション・価値観を確認し、あなたが3年後・5年後に「ありたい姿」を考

えてみましょう。

1 -

キャリアアップ キャリアアップ CARR01-016 〇
出来る女性の20の悪癖　特性を生かしコミュニケーション力

向上！
0:09:12 動画

女性の特性を理解するとともに、自分の癖を把握し、コミュニケーション

力を向上させます。女性の心理的傾向や、できる女性特有の20の悪癖

と、悪癖を直すためにすべきこと、女性の強みを活かしたコミュニケー

ションを解説します。女性ならではの強みを活かしてコミュニケーション

をとりましょう。

1 -

キャリアアップ キャリアアップ CARR01-019 〇 キャリア開発の考え方＆フレームワーク 1:16:49 動画

キャリアという言葉がよく使われていますが、正しく理解できています

か。何のために働き、どの道を目指すのか考えなければ、キャリア構築は

できません。本コースでは、内的キャリアと外的キャリア、キャリアビ

ジョンの立案など、キャリア開発におけるいろいろなフレームワークと考

え方をご紹介します。

21 -

キャリアアップ キャリアアップ CARR01-020 〇 女性が陥りやすい８つのパターン　もっとうまくやるために 0:11:31 動画

「理論で相手を説得できない」「自分の意見を言わない」「完璧を目指し

てしまう」「貸し借りが上手くできない」など女性に特有な８つのパター

ンとその対処法をご紹介します。もっと仕事でうまくやりたい、と思って

いる女性、そして女性を理解したい男性に是非ご覧いただきたいと思いま

す。

1 -

キャリアアップ キャリアアップ CARR01-021 〇 ボス（男性）の知らない女性の特性 0:10:12 動画

男性と女性の違いは何だと思いますか。女性はこれからの時代のリーダー

に求められる観察力、洞察力、適応力、共感力、関係構築力、需要力、業

務遂行力の７つの能力を持っています。女性を理解したい、女性を応援し

たいという男性、またもっと自分に自信を持ちたいという女性に是非ご覧

いただきたい動画です。

1 -

キャリアアップ キャリアアップ CARR01-022 〇 2021年改訂_女性のためのキャリアアップ（初級） 1:00:00 スコーム

キャリアの概要、女性の働き方の変遷、女性のキャリアパターン、キャリ

ア継続、キャリアデザインについて社会情勢を踏まえながらポイントを学

びます。女性特有の問題に対し、どのようにキャリアをデザインしていく

かポイントを理解して、自分に合ったキャリアをデザインしていきましょ

う。

1 〇

キャリアアップ キャリアアップ CARR01-023 〇 2021年改訂_女性のためのキャリアアップ（中級） 1:00:00 スコーム

女性のキャリアアップには様々なルートがあります。社内におけるキャリ

アアップを目指す場合に、仕事を任されるきっかけ作りや提案を通す方

法、会議での振舞い方、取引先の訪問など、場面毎のポイントを学びま

す。キャリアアップするためのポイントを理解し、自身の望むキャリアを

目指しましょう。

1 〇

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-001 〇 今の時代に求められるリーダーシップマネジメント 1:31:48 動画

リーダーシップ・マネジメントの整理整頓、反応することの重要性、心理

から発生する言葉を汲み取ること、セルフリーダーシップ、これからの

リーダーシップに必要なこと、因果関係とリーダーシップ、相手を導く4

つの方法など、今の時代に求められるリーダーシップについて学習しま

す。

7 -
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キャリアアップ リーダーシップ CARR02-002 〇 もし坂本龍馬が経営者だったら 1:39:38 動画

自分の理念（何をしたいのか、何故そうしたいのか）の深め方、「上がり

目」「下がり目」の経営者の共通点、時間設計のポイント、潜在意識のマ

ネジメント、自分・相手のモチベーションの上げ方、時代の変化とマー

ケットについて学び、自分と相手をマネジメントできるようになりましょ

う。

6 -

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-003 〇 経営者となるための自分の磨き方 1:23:06 動画

人には「自分を向上・成長させて夢を叶える」人と「夢を下げて夢を叶え

る」人の2種類がいて、「得られないもの」を「いらないもの」と変換し

て自分を正当化する傾向があります。妥協せず、自分の夢を叶えて成功す

るために理解すべき成功の定義、人間関係の構築のポイントを学びます。

5 -

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-017 〇 コーチング講座～お悩み解決編～ 0:09:45 動画

理解が足りない部下への対応方法や自分の感情のコントロール方法、何で

も質問する部下への対応方法、報連相ができない部下への対応方法、部下

に高い目標を持たせる方法など、部下との日頃のコミュニケーションにお

いてよくあるお悩みを解決する形でコーチングについて学習しましょう。

1 -

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-018 〇 コーチング講座 0:12:18 動画

コーチングとは、人の考え・行動を引き出すコミュニケーションスキルで

す。部下の主体性を養い、自発的な成長を促すためには、うまくコーチン

グを行うことが重要です。このコースでは、コーチングに必要とされる基

本的な考え方と、よりよいコーチングを実践するためのスキルを学ぶこと

ができます。

1 -

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-019 〇 リーダーシップスタイル 0:18:34 動画

リーダーシップには様々なスタイルがあります。本コースではリーダー

シップについてPM理論やサーバントリーダーシップ、変革型リーダー

シップ、シチュエーショナルリーダーシップについて解説します。自分自

身がどのリーダーシップスタイルを持っているのか、自身で理解してリー

ダーシップを発揮しましょう。

1 -

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-020 〇 管理職に必要な印象管理術 0:43:59 動画

理想のリーダーとなるとためには、周囲からどのような印象を持ってもら

うかということが重要になってきます。本講座では、理想のリーダー像の

ブランディングや、それによって発見した自分とのギャップの埋め方（課

題解決）などの基本的な部分から、マネジメントスキルといった実用的な

部分を解説しています。

6 -

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-021 〇 ワークショップデザイン講座 1:04:09 動画

年間150回以上のワークショップを開催する講師が、ワークショップの作

り方の基礎を「コンテンツ」「デザイン」「デリバリー」の３つの観点か

ら解説します。やってみたいがしっくりこない、よりよいプログラムを作

りたいというワークショップの実践者の方向けの講座となっております。

9 -

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-022 〇 2021年改訂_リーダーシップとは？（初級） 1:00:00 スコーム

リーダーにはリーダーシップが求められますが、リーダーシップについて

正しく理解していますか。本コースではリーダーシップについて、概要や

その必要性、リーダーに求められる役割、リーダーに求められる力、チー

ムを成長させる力などを解説します。リーダーシップを発揮して目標を達

成しましょう。

1 〇

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-023 〇 2021年改訂_リーダーシップとは？（中級） 1:00:00 スコーム

リーダーシップに求められるもの、夢のあるビジョンを描く力や冷静に情

報を分析する力、組織を問題解決型に導く方法など、ビジネス環境の変化

や顧客ニーズの多様化の中で、既存の常識の枠に捉われず直面する課題・

問題を解決し、企業の変革を推進していくリーダーシップ像について詳細

に解説します。

1 〇
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キャリアアップ リーダーシップ CARR02-024 〇 2021年改訂_リーダーシップのノウハウを知る 1:00:00 スコーム

リーダーシップの概要から、リーダーシップに求められるもの、ビジョン

や目標の示し方、目標の達成に向けた環境の整え方、双方向コミュニケー

ションの確立法など、求められるリーダーシップを、どのように発揮すれ

ばよいかについてのノウハウ集です。リーダーシップを正しく発揮できる

ようになりましょう。

1 〇

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-025 〇 2021年度改訂_部下のモチベーションアップ術を学ぶ 1:00:00 スコーム

会社の機関について正しく理解していますか。本コースでは、会社の機関

の意義と目的、機関の特色、公開会社の定義と要求される機関設計、大会

社の定義と要求される機関設計、非公開会社の定義と要求される機関設

計、指名委員会設置当会社の定義と要求される機関について解説します。

1 〇

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-026 〇 2021年改訂_事例で学ぶコーチング入門 1:00:00 スコーム

コーチングはマネージャーに求められるコミュニケーションスキルです。

コーチングの概要、話の聞き方、共感のスキル、質問のスキル、信頼関係

の構築方法、インフォーマルの活用、コーチングとティーチングについて

学びます。コーチングスキルを身に着け、マネージャーとしてレベルアッ

プしましょう。

1 〇

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-027 〇 2021年改訂_リーダーシップの発揮法を学ぶ 1:00:00 スコーム

リーダーに求められることや、チームのモチベーションを高める方法、で

きるリーダーの会議運営、部下とのコミュニケーションなど、リーダーが

メンバーを指導するためのノウハウを解説します。できるリーダー・頼れ

るリーダーのテクニックを学び、あなたも「できるリーダー」になりま

しょう。

1 〇

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-028 〇 リーダーとしての心構えと役割・スキル 0:28:00 動画

本講座では、リーダーの役割、チームのマネジメントとは何かを学び、

「ヒト」「モノ」「カネ」の管理の必要性を理解します。また、PM理論

を学び、リーダーシップを発揮する方法を学びます。

・リーダーに求められる役割

・チームをマネジメントする

・リーダーシップを発揮する

1 〇

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-029 〇 フォロワーシップ 0:36:24 動画

本講座では、組織の目標達成のためになぜフォロワーシップが必要になる

かを理解した後、フォロワーシップのタイプや望ましい実践方法について

学びます。（・組織の目標達成のために　・さまざまなフォロワー　・

フォロワーシップの発揮　・注目されるフォロワーシップ）

6 〇

キャリアアップ マネジメント CARR03-005 〇 組織の方向性と価値観の共有 0:33:22 動画

管理職などにとって、組織の方向性を深く理解しメンバーに伝えていくこ

とは、重要な役割のひとつです。また、自分の価値観を認識して、組織に

おけるポジショニングを考え、主体的に組織と関わることも大切です。本

コースでは、管理職などの内面的な要素や、メンバーとの価値観の共有に

ついて、具体的な方法論を展開します。

3 -

キャリアアップ マネジメント CARR03-006 〇 組織の将来像「ビジョン」の共有 0:40:49 動画

自分たちが目指す到達点はなにかを定義する「ビジョン」はチーム単位で

も策定すべきものです。では、どのように構想しメンバーを巻き込み共有

すべきなのでしょうか。本講座ではビジョンの構想から表現方法、そして

メンバーとの共有の仕方まで、経験者インタビューを交えながら解説しま

す。

2 -

キャリアアップ マネジメント CARR03-007 〇 自律的なチームをつくる 0:15:53 動画

本コースでは対立モードの表を基に、現在のチームの状態を把握し、目指

すべきチームの状態を明確にします。チームビルディングの理論を学び、

経験者インタビューにより現場での成功例を学びます。チームの統制に悩

んでいる方にぴったりの講座です。チームメンバーが相互に成長し合う

チームをつくりましょう。

1 -

株式会社manebi 17



playse_コース一覧_2022年5月30日.xlsx

大分類 中分類 教材コード リリース コース名 学習時間 形式 内容 レッスン数テスト有

キャリアアップ マネジメント CARR03-008 〇 部下を巻き込む会議のあり方 0:38:38 動画

望ましい会議の姿としては、会議での決定事項の質が高く、メンバーの納

得性が得られ、チーム力の向上とともに個人個人の能力を開発するような

進め方をすることです。本コースでは会議のシーンのケースドラマを見な

がら、ファシリテーションで発言を促すポイント、質の高い会議の進め方

を学びます。

2 -

キャリアアップ マネジメント CARR03-009 〇 上司が気を付けたい10のポイント 多様性を活かすコーチング 0:10:02 動画

組織には色々な個性や考え方の人がいます。リモートワークやコロナへの

懸念で直接のコミュニケーションが難しくなっている今、どうしたら良い

チームを作ることができるのか、10のポイントをご紹介します。部下の

育成や扱い方などに悩んでいる方、新任リーダー、チームを元気にしたい

と考えている方におススメです。

1 -

キャリアアップ マネジメント CARR03-010 〇 プロジェクトマネジメント講座 0:23:48 動画

プロジェクトマネジメントについて、プロジェクトマネジメントとは何

か、プロジェクトの定義、計画の立て方、進捗管理の方法、プロジェクト

の振り返り、の5つのステップに分けて解説していきます。プロジェクト

マネジメントにおける重要な要素である、時間、資源、品質についてな

ど、基礎的な部分から学習できます。

1 -

キャリアアップ マネジメント CARR03-011 〇 リモートワークにおけるマネジメント講座 0:35:09 動画

リモートワークが一般的になってきた昨今、対面ではない状態でのマネジ

メントのスキルが必要とされてきています。本講座では、部下に対する仕

事の割り当て、進捗確認などのフォロー、そして評価の仕方を解説してい

きます。直接顔を合わせることが少ない状況でも、チームを適切にマネジ

メントできるようになりましょう。

5 -

キャリアアップ マネジメント CARR03-012 〇 リーダー研修 0:32:58 動画

リーダーは、プレイヤーと求められるものが異なります。この講座では

リーダーに必要とされる、知識やスキルを学びます。リーダーとしての業

務の遂行・管理における役割や、指導者としての役割を理解し、一流のプ

レイヤーかつ一流のリーダーを目指しましょう。

1 -

キャリアアップ マネジメント CARR03-013 〇 マネジメントの原理原則 0:36:45 動画

管理職に求められる役割である、マネジメントとは何かを理解し、組織・

業務・財務・人財の４つのマネジメントの方法を学びます。これらの基本

的な素養を身に着け、能力、人格ともに備わった、誰からも信頼される管

理職を目指しましょう。

1 -

キャリアアップ マネジメント CARR03-014 〇 2021年改訂_プロジェクトマネジメントとは？ 1:00:00 スコーム

管理職や中堅社員を対象に、プロジェクトマネジメントの概要から統合マ

ネジメント、タイムマネジメント、リスクマネジメントなど複数の組織か

らなるプロジェクトのマネジメントスキルについて学習します。また、マ

ネジメントのノウハウのみではなく、必要なツールについても解説しま

す。

1 〇

キャリアアップ マネジメント CARR03-015 〇 2021年改訂_マネジメント・プロセスとは？ 1:00:00 スコーム

管理者になる上でマネジメントの理解は必須です。本コースでは、マネジ

メント・プロセスとはということから、計画作成や組織運営、メンバーを

指揮する際や統制する際のポイントを解説します。企業におけるマネジメ

ント・プロセスの意義を正しく理解し、管理者に必要な考え方やスキルを

身に着けましょう。

1 〇

キャリアアップ マネジメント CARR03-016 〇
2021年度改訂_コミュニケーション能力で高める組織マネジ

メントを学ぶ
1:00:00 スコーム

組織マネジメントの概要から管理者の役割、管理者に求められる基本スキ

ル、コーチングのポイントなど、新任管理職でも組織をマネジメントして

いくポイント・沈滞化してしまった組織を再生していくためのノウハウを

学習します。管理職としての基本スキルを短時間で理解しましょう。

1 〇
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キャリアアップ マネジメント CARR03-017 〇 チームビルディング 0:29:59 動画

本講座では、チームが同じ方向を向いてまとまり、同じ目標に向かって最

大限のパフォーマンスを発揮するためのポイントを学びます。また、人間

関係の善し悪しが、チームのパフォーマンスに影響を与えることも理解し

ます。

・チームビルディングとは

・理想のチームの要素

・チームビルディングのポイント

1 〇

キャリアアップ マネジメント CARR03-018 〇 自社の理念・ミッション 0:24:14 動画

本講座では、企業の存在意義・理念（ミッション・ビジョン・バリュー

等）について、他社事例を用いて解説していきます。また、管理者の役割

として理念を浸透させていくことの重要性についてもレクチャーしていま

すので、自分の企業の存在意義や理念について、改めて考えてみましょ

う。（・企業の存在意義とは　・企業の理念を考える　・管理者の役割）

1 〇

キャリアアップ 人材育成 CARR04-012 〇 人がおもしろいように育つ【ホメ】【シカ】理論 0:36:47 動画

人をうまく育てるには褒める・叱るの両方が必要になります。本コースで

は、ウソをつくミスを隠す部下、意見を言いたがる部下、プレッシャーに

弱い部下、あなたを嫌う部下、何度も失敗を繰り返す部下、女性部下との

関わり方など、部下のタイプに合わせた褒め方・叱り方、育て方を理論的

に解説します。

10 -

キャリアアップ 人材育成 CARR04-014 〇 部下を知る、部下と対話する 0:43:25 動画

メンバーを知らないと何も成功しません。上司が部下を深く理解するため

の秘訣とは何か、部下とのコミュニケーションのとり方での留意点は何

か。経験者インタビューやケースドラマを交えた構成で、部下に対するス

タンスを学びます。普段の自分自身の部下との接し方を思い浮かべながら

学習することがポイントです。

4 -

キャリアアップ 人材育成 CARR04-015 〇 自ら考え動く部下に育てる 1:23:41 動画

「なにごとも経験だ」のひとことで部下を放任してしまっては人は育ちま

せん。経験が学習となって成長に結びつくには、適切な業務のアサイン、

動機付け、指導が重要です。本コースではティーチングとコーチングの使

い分けなど、部下を育てるための、より具体的な手法やコミュニケーショ

ンのとり方などを解説します。

6 -

キャリアアップ 人材育成 CARR04-016 〇 リモートワークにおけるOJTの進め方講座 0:58:13 動画

本講座では、リモートワークにおいてどのようなことに配慮しながらOJT

をすればよいかを学べます。OJTの基本と、オンラインのコミュニケー

ションの特徴をおさえることで、リモートワークにおいても効果的なOJT

の進め方を実現できます。オンラインでのOJTやコミュニケーションの方

法を学び、効率の良い人材育成を行いましょう。

5 -

キャリアアップ 人材育成 CARR04-017 〇 はじめてのメンター講座 0:17:02 動画

メンターという言葉に聞き覚えのある人は多いものの、実際にメンターを

任された際、どのように部下や後輩を育成していくか、悩んでいる方も多

いのではないでしょうか。本講座では、メンター制度の基本知識と、円滑

な人間関係を築きながらメンター制度を効果的に使いこなす方法を学びま

す。

1 -

キャリアアップ 人材育成 CARR04-018 〇 理念浸透講座 0:26:58 動画

理念策定・理念浸透プロジェクトにおけるゴール設定の意義、理念体系の

一般的な型・要件・策定プロセスについて学びます。理念浸透の意味とプ

ロセスについて事例を含めた解説を織り込み、理念浸透プロジェクトが目

指すものについて考えます。

4 -

キャリアアップ 人材育成 CARR04-019 〇 社内講師養成講座 1:15:07 動画

近年、従業員教育を内製化されている組織が増えています。しかし多くの

場合、登壇経験のない従業員や人事・研修担当者が講師を担当しており、

その教育効果にお悩みの組織も多いようです。本講座では、研修講師に必

要なスキルを「研修企画・構成スキル」「インストラクションスキル」

「ファシリテーションスキル」の３つに分けて解説をしています。

4 -
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キャリアアップ 人材育成 CARR04-020 〇 女性部下育成の考え方とスキル 1:24:19 動画

本講座では、男女がそれぞれ持っている特性、ライフイベントがキャリア

形成にどう影響するのか、女性活躍の裏に潜むアンコンシャス・バイアス

を理解し、女性部下とのコミュニケーションや育成計画の立て方などにお

ける適切な対応力を身につけます。

20 -

キャリアアップ 人材育成 CARR04-021 〇 2021年改訂_メンバーの育成方法を学ぶ 1:00:00 スコーム

本講座では、仕事の様々な場面で遭遇するシチュエーションを通してメン

バーの育成のための注意点、育成の実践方法等について学習します。メン

バーへの動機付けや仕事のフォローから個性の尊重やチャレンジ精神の育

み方、褒め方・叱り方など、メンバーを育成する上で欠かせないスキルを

身に着けましょう。

1 〇

キャリアアップ 人材育成 CARR04-022 〇
2021年改訂_部下・後輩の「叱り方＆育て方とは？」（初

級）
1:00:00 スコーム

新入社員など若手社員を部下に持つ場合、どのように接するべきか考える

ことがあると思います。本コースでは若手社員と接する場合の心構えや育

成に必要なスキル、正しい叱り方・褒め方について解説します。適切なタ

イミングで正しく叱る・褒めることで、若手社員を育成しましょう。

1 〇

キャリアアップ 人材育成 CARR04-023 〇
2021年改訂_部下・後輩の「叱り方＆育て方とは？」（上

級）
1:00:00 スコーム

「褒める・叱る」で育てるべき対象は誰かということから、ケースごとの

叱り方、褒める・叱るで育てるときの悩みなど、「ほめ方・𠮟り方」を実

行していく過程で、ぶつかる問題や生じてくる疑問点を、できる限り多く

取り上げることにより、具体的な事例に即しての解決法を学びましょう。

1 〇

キャリアアップ 人材育成 CARR04-024 〇 2021年改訂_部下・後輩の「叱り方＆育て方」とは？(中級) 1:00:00 スコーム

若手社員の育成方法としての「ほめ方・𠮟り方」の効果をさらに高めるた

めに注意するべきポイントやスキルを解説します。若手社員を導く上司は

どうあるべきかということから、信頼関係の構築方法、褒める・叱るの比

率や順番などを学び、若手社員の能力をさらに引き出せるようになりま

しょう。

1 〇

キャリアアップ 人材育成 CARR04-025 〇 2021年改訂_パート・アルバイトの育成法を学ぶ 1:00:00 スコーム

小売業をはじめパート・アルバイトがいなければ成り立たない会社が増え

ています。本コースではパート・アルバイトの職業意識を知り、パート・

アルバイトの指導方法や正当な評価方法、能力に合った処遇について解説

します。パート・アルバイトの考え方を理解し、適切に指導できるように

なりましょう。

1 〇

キャリアアップ 人材育成 CARR04-026 〇 2021年改訂_部下のストレス対策を学ぶ 1:00:00 スコーム

管理職は自身のストレスコントロールだけでなく、部下のストレスにもい

ち早く気付いて対応する必要があります。本コースではストレスの概要か

ら部下のストレスへの対処方法、性格とストレスの関係、ストレスからう

つ病への危険信号、部下がうつ病と診断されたときの対応について解説し

ます。

1 〇

キャリアアップ 人材育成 CARR04-027 〇 2021年改訂_新入社員の教育法 1:00:00 スコーム

新入社員に対して社会人としての意識改革を促すためにはどのように教育

訓練をすべきか。本コースでは基本的なマナー、接客能力、報連相の徹

底、身だしなみの注意の仕方など、新入社員に身に着けさせたい知識・ス

キルの教え方や、新入社員との良好なコミュニケーションの取り方につい

て解説します。

1 〇

キャリアアップ 人材育成 CARR04-028 〇 2021年改訂_入門　部下の育て方 1:00:00 スコーム

初めて部下をもつ方向けに、部下の育てる必要性や組織の中での管理者の

役割といった基本的なことから解説します。部下の能力を向上させるため

のコーチング理論を基本として、質問スキルや傾聴スキルなど、部下を育

てるために必要なスキルを身に着け、部下の可能性を引き出せるようにな

りましょう。

1 〇

キャリアアップ 人材育成 CARR04-029 〇 2021年度改訂_部下が育つ上手なほめ方・叱り方とは？ 1:00:00 スコーム

時間外労働の管理について、正しい知識を持っていますか。本コースで

は、36協定の概要や変形労働時間制での時間外労働、法定労働時間を超

えた場合の割増賃金、割増賃金の計算の基礎となる賃金、残業代の代わり

に定額の手当てを支給する方法、年少者・妊産婦の時間外労働などを解説

します。

1 〇
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キャリアアップ 人材育成 CARR04-030 〇 2021年改訂_効果的な部下の指導法を学ぶ 1:00:00 スコーム

部下を持つ立場として欠かせないマネジメントの考え方や管理者に必要な

3つの能力、リーダーシップ、部下のタイプ別指導方法を解説します。マ

ネジメントの定義や管理者に必要なヒューマンスキル、コミュニケーショ

ンスキル、部下の指導方法を理解し、部下に効果的な指導ができるように

なりましょう。

1 〇

キャリアアップ 人材育成 CARR04-031 〇 人材育成の手法 0:26:26 動画

本講座では、人材育成の考え方、OFF-JTとOJT、認めることの重要性につ

いて解説していきます。行動変容に焦点を当てた人材育成について学び、

上位概念・下位概念を理解し、相手に伝わりやすい指導を目指します。

・上位概念と下位概念

・人材育成の考え方

・OFF-JTとOJT

・認めることの重要性

1 〇

キャリアアップ 人材育成 CARR04-032 〇 1on1ミーティングの進め方 0:30:20 動画

本講座では、1on1ミーティングのメリットや注目度が高まっている背景

について理解した後、ミーティング実施上のポイントや成功させるコツ、

部下を気づきに導くための方法について学びます。（・1on1ミーティン

グとは？　・1on1ミーティングの実施　・1on1ミーティング成功のコツ　

・継続的な実施を心がける）

6 〇

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-001 〇
意識マナー・コミュニケーション表現技術スペシャリストへ

の道～伝える力講座編
0:17:56 動画

本コースでは伝達力をアップさせる3つのポイント、多数の方に訴求する

必要があるプレゼン・会議・講義や、一対一の営業、接客など様々な場面

で活用できるスピーキング・テクニック、スピーチ・プレゼンテーション

を成功させるオープニングの5S、スピーチ・プレゼンテーションの導入

の仕方を解説します。

5 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-002 〇 魂を揺さぶる話し方 1:41:24 動画

従来の日本におけるコミュニケーションは、「味方を作るより敵を作らな

い」といった風土がありましたが、これからのコミュニケーションには違

う精神が求められます。本コースでは、コミュニケーションに必要な考え

方・精神を解説します。コミュニケーションの考え方だけでなく、自身の

過去現在未来の捉え方も変わります。

7 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-003 〇 現場で即使える本物のコミュニケーションスキル 1:57:44 動画

 これからの時代のコミュニケーション、コミュニケーションの原理原

則、相手の立場に立つ、「常識」「評価」「損得」を手放す など、現場

で使えるコミュニケーションスキルについて学びます。コミュニケーショ

ンのポイントを理解して適切なコミュニケーションを取れるようになりま

しょう。

7 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-004 〇 ２時間でわかる影響力のテクノロジー 1:57:21 動画

影響力とは、慣れと飽き、コミュニケーションにおける2つのポイント、

相手のセルフイメージを高める、ギャップの使い方、自分の話が相手のど

こに届いているかを意識するなど、コミュニケーションで相手に影響を与

えるポイントを学びます。自分の話を相手に的確に伝えられるようになり

ましょう。

8 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-005 〇 ピンチをチャンスに変える「うまい」謝罪のマニュアル 1:44:52 動画

本コースでは、謝罪の基本5原則「相手に好かれる」「相手に恩を売る」

「許す理由を説明する」「小さなイエスを手に入れる」「権威の力を利用

する」、やってはいけない謝罪、上手な弁解の仕方について解説します。

人生やビジネスにおいてピンチをチャンスに変える力を身につけましょ

う。

8 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-010 〇
元芸人が教える！笑いのスキルは大人の上質な気配り講座

（基本編）
1:04:13 動画

日頃からコミュニケーションにより深い人間関係を構築しているとトラブ

ルが発生してもスムーズに解決できたり、ビジネスチャンスにつながった

りします。笑いを取るための褒めツカミ、リアクション、話の聞き方と

いった笑いのスキルを身に着け、より深いコミュニケーションを取れるよ

うになりましょう。

8 -
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コミュニケーション コミュニケーション COMU01-011 〇
元芸人が教える！笑いのスキルは大人の上質な気配り講座

（スキル編）
0:46:28 動画

日頃からコミュニケーションにより深い人間関係を構築しているとトラブ

ルをスムーズに解決できたり、ビジネスチャンスにつながったりします。

フレンドリーで笑いが起こる言い方・言葉遊び、観察力と洞察力、ネタ収

集、擬音ジェスチャーについて学び、コミュニケーションスキルを向上さ

せましょう。

6 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-013 〇
一流芸人が実践！ビジネスを円滑にする「空気を読む力と会

話術」
1:08:50 動画

”空気を読む力”は一般のビジネスマンにも必要不可欠なスキルです。例え

ば、お客様に説明する時、必要以上に長く喋る、見当違いの返しを連発し

てしまう人がいます。芸人の舞台裏から学べる”空気を読む力”と”会話術”

を、実際のリアルなビジネスやプライベートの1シーンに当てはめなが

ら、解説していきます。

10 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-014 〇 アニメで学ぶ窓口応対講座 0:08:38 動画

丁寧に接しているつもりでも、相手のことを尊重せずに対応してしまうと

クレームに繋がってしまうことがあります。本コースでは、アサーティブ

コミュニケーションの基本を解説します。窓口応対の良い例・悪い例の

ケース映像を見比べて、アサーティブコミュニケーションの理解を深めま

しょう。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-015 〇 会議における議論の進め方 0:22:01 動画

本コースでは、会議で主張する際のプロセスや留意点、アイディアを生み

出す議論の進め方、アイディア発散・収束の留意点、意思決定・合意形成

を行う際の議論の進め方等、ミーティングなどの場面で、参加者同士が論

理的かつ、建設的な議論、ディスカッションを行うために必要なスキルを

解説します。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-016 〇 質問と傾聴のスキル 0:24:31 動画

自分の知りたいことを単純に相手に質問するだけでは、質問する側とされ

る側の双方が必ずしも満足できる結果にはならず、上手な質問のやり方と

は言えません。 本コースでは部下を持つ上司や営業の現場で必ず必要と

なる「相手の考えや本音を効率よく引き出す」ための質問と傾聴の技法に

ついて解説いたします。

3 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-017 〇 その怒りのおさえ方 0:19:36 動画

とある営業所を舞台に、ふとしたことで周囲に怒りをぶつけてしまうケー

スを通して、怒りのおさえ方を学ぶことができます。全７つのケース映像

と方法を通して、自身の感情との付き合い方を身に着けましょう。すぐに

実践できるポイントの他、なぜ自分の怒りが生じているのかを知るための

ポイントも解説しています。

7 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-019 〇 クレーム対応（接客編） 0:12:53 動画

お客様と接する上で忘れてはならないことは「どうすればお客様にご満足

いただけるか」ということです。そのためには、お客様からのクレームに

もCSを意識して真摯に対応する必要があります。本コースでは、クレー

ム対応がうまくいかない理由やクレーム対応の4つの基本手順などを、

ケースドラマを交えて解説します。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-020 〇 クレーム対応（電話応対編） 0:05:27 動画

もし電話でクレームを受けたら、あなたは冷静に対応できますか。お詫び

のポイントや共感のあいづちや相手の気持ちと事実の理解など、電話での

クレーム応対について、ケースドラマを交えて解説いたします。電話での

クレーム対応のポイントをきちんと理解して、落ち着いて対応できるよう

になりましょう。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-021 〇 クレーム対応（訪問編） 0:06:18 動画

対面でのクレーム対応はどのようなことに気を付けるべきでしょうか。本

コースでは、お詫びや事実確認、クッション言葉など、訪問してクレーム

対応をする際のポイントを、ケースドラマを交えて解説します。訪問して

クレーム対応をする際のポイントを理解し、冷静に対応できるようになり

ましょう。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-022 〇 コミュニケーション講座 0:58:53 動画

本講座では、コミュニケーションの必要性や難しさについて問いかけや

ワークからそのメカニズムについて解説します。講義後半では、良い聞き

手となるための傾聴スキルや、PREP法など正確に伝えるポイントを紹介

します。

5 -
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コミュニケーション コミュニケーション COMU01-023 〇 対人関係構築講座 0:25:57 動画

本講座では、対人関係構築に役立つコミュニケーションスキルを学んだ

後、仕事に関わる人をソーシャルスタイル別に分類し、それぞれどう関わ

るべきか考えていきます。講座の中では具体的に、自己肯定感の上げ方や

コミュニケーションが苦手な人の対策方法など、日常で使えるテクニック

を学べます。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-024 〇 マンガで分かるクレーム対応講座 0:24:51 動画

接客でのクレーム対応の際、パニックに陥ってしまうことは少なくありま

せん。本講座では、コンビニでのクレーム対応を例にしたケースドラマを

交えて、クレーム対応の基本や、悪意を持ったクレームに対応する方法も

紹介しています。正しいクレーム対応術を身に着け、どのようなクレーム

にも対応できるようになりましょう。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-025 〇 論理的なコミュニケーション講座 0:48:57 動画

ビジネスにおける情報伝達をわかりやすく、円滑に行うために必要不可欠

な論理的なコミュニケーションについて、「伝えたい動機」「伝えるべき

中身」「伝えるための技術」の３つの観点から解説します。MECEやロ

ジックツリーなどの基本的なフレームワークをおさえながら、具体的な

ケースを想定して学ぶことができます。

6 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-026 〇 ケースで考えるCS向上講座 0:07:12 動画

本講座では、様々なシーンにおけるCS向上のポイントをケース映像とと

もに解説していきます。日常で気を付けるべきポイントをおさえること

で、すぐに活用できる知識を身に着けることができます。日常で体験した

ことがある場面が多いので、CS向上に貢献できることを身近に感じられ

ます。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-027 〇 ケースで考えるCS（コールセンター編） 0:05:54 動画

本講座では、様々な状況におけるＣＳ（顧客満足度）向上について、コー

ルセンターでの接客のケースを例に考えていきます。コールセンターでの

対応以外でも、電話でお客様と接する上での基本的なノウハウやコツを紹

介していますので、幅広い場面で応用できる教材になっています。社内

編、コールセンター編と合わせてご利用いただくと、よりCSについて学

びを深めることができます。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-028 〇 ケースで考えるCS（コンビニ編） 0:04:50 動画

本講座では、様々な状況におけるＣＳ（顧客満足度）向上について、コン

ビニでの接客のケースを例に考えていきます。コンビニでの接客対応以外

でも、お客様と直に接する上での基本的なノウハウやコツを紹介していま

すので、幅広い場面で応用できる教材になっています。対面での接客対応

の基礎を学びましょう。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-029 〇 ケースで考えるCS（社内編） 0:04:26 動画

ＣＳ（顧客満足度）向上について、社内でのコミュニケーションを例に考

えていきます。社員同士のやり取りにも工夫を加えることで、CSの向上

につながります。社員同士でも気持ちのいいやり取りを心掛けましょう。

コンビニ編、コールセンター編と合わせてご利用いただくと、よりCSに

ついて学びを深めることができます。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-030 〇 ストーリーテリング講座 0:16:31 動画

本講座では、伝えたいコンセプトを想起させる印象的な体験やエピソード

などの物語を引用することで、聞き手に強く印象付ける手法、ストーリー

テリングについて学びます。聞き手があまり乗り気でない話題でも、話し

方によって相手のモチベーションを引き出すことができます。人を惹きつ

ける会話術を身に着けましょう。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-031 〇 組織的なＣＳ対応 0:08:41 動画

本講座では、様々な部署や職種が自身の業務を全うしながらも、その先に

あるお客さまの満足のため、組織的にCS向上を目指すための方法を解説

します。異なった部署や立場によって起こる意見の食い違いなどをより良

い方向へ調整しながら、組織全体でのCS向上を目指しましょう。

1 -
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コミュニケーション コミュニケーション COMU01-032 〇 アサーティブ・コミュニケーション講座 0:30:39 動画

アサーティブとは、消極的でも攻撃的でもない自他尊重的な態度のことで

す。今日、様々な価値観を持つ人と快適にコミュニケーションしていくた

めに、「アサーティブ・コミュニケーション」の力が必要になってきてい

ます。コミュニケーションの基本と聴き方を学び、アサーティブな態度を

身につけましょう。

3 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-033 〇
ダラダラ会議をなくす！４つのスキルで学ぶファシリテー

ション講座
0:23:59 動画

会議を円滑に進め、質の高い議論をするために、４つのスキルを通して会

議ファシリテーションを学びます。会議の事前準備から、意見の引き出し

方、意見の整理の仕方、合意形成の仕方まで、１本で会議ファシリテー

ションに必要なスキルを網羅的に解説しています。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-034 〇
無駄な会議にサヨナラ！ゲームで楽しく学ぶファシリテー

ション講座
0:52:10 動画

本講座では、会議ファシリテーションを勇者の侵攻に備える魔王軍を舞台

に、魅力的なキャラクターたちと一緒に学びます。無駄な会議をなくすた

めに、ファシリテーターに必要な「場のデザイン」「対人関係」「構造

化」「合意形成」の４つのスキルを、実際のケースと共に学ぶことですぐ

に使えるポイントを身につけることができます。

5 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-035 〇 人徳を磨こう 0:38:40 動画

誰かと共同して仕事を進める際に、「相手のせいでうまくいかない」「相

手に変わって欲しい」などと考えてしまうことはありませんか？本講座で

は、「相手が変わってくれないからうまくいかない」と考える前に、まず

は自分の行動を変えてみることの大切さをお伝えします。

3 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-036 〇 14分で基本を学んで備えよう！クレーム対応講座 0:14:00 動画

本講座では、クレーム対応に必要な基礎知識を解説します。具体的な対応

の仕方を、当事者意識、傾聴共感、事実&要望確認、解決策の提示の4段

階に分けて紹介します。また、悪意のあるクレームへの対応のポイントも

学ぶことができます。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-037 〇 オペレーションミス防止講座 0:12:55 動画

本講座では、オペレーションミスを減らすための考え方や具体的な学習を

していきます。ミスに対する考え方の転換に始まり、業務の流れの整理、

具体的なチェック体制、ミスを減らす仕組みなど、体制づくりへの具体的

な手順を解説します。ミスへの対応力を付けてスマートなオペレーション

を目指しましょう。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-038 〇
苦手意識を克服する！ワンランクアップするための電話応対

講座
0:29:11 動画

本講座では、電話の受け方とかけ方、そしてスキルアップするためのポイ

ントを解説します。苦手意識の強い電話応対ですが、豊富な定形表現やス

テップごとのポイントの解説を通して、しっかりと基礎を身につけること

ができます。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-039 〇 交渉力講座 0:21:00 動画

本講座では、交渉スキルを身につけるための必要なポイントを学習するこ

とができます。交渉を行う際だけでなく、日ごろからできる事前の準備や

交渉後の適切な対応についてのポイントも学べるため、学んだ内容をすぐ

に実践することができます。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-040 〇 オンラインコミュニケーションの仕方講座 0:29:53 動画

本講座では、オンラインでのコミュニケーションをうまく用いて、円滑に

仕事を進めるためのポイントを学習することができます。オンラインでの

コミュニケーションの特徴や課題、ツールの分類などを踏まえながら、細

かなポイントについても学ぶことができます。

1 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-041 〇 マスコミ視点の説明力向上講座 1:18:18 動画

本講座では、マスコミ視点から考えた、説明力、プレゼンテーション能力

の向上方法について解説していきます。外部に営業をかけるときや、社内

での企画立案、日常の業務の中で、考えや状況を正確に短時間で伝える技

術は必要です。説明力を向上させ、日常の業務をより良いものにしていき

ましょう。

8 -

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-042 〇 ビジネス・ボイス・トレーニング 0:46:20 動画

本講座では、どうやって声を使うか、といった、声に関わる部分に焦点を

当てて、コミュニケーションスキル向上を目指していきます。ビジネスで

のコミュニケーションスキル向上というと、話す内容やジェスチャーなど

に目が行きがちですが、声の使い方を学び、コミュニケーションスキルを

より向上させましょう。

8 -
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コミュニケーション コミュニケーション COMU01-043 〇 2021年改訂_コミュニケーションスキルを学ぶ 1:00:00 スコーム

会社でのコミュニケーションは相手の立場に応じてそれぞれポイントがあ

ります。本コースでは上司・同僚・部下・グループ間・顧客とそれぞれの

関係に合わせたコミュニケーションのポイントを学びます。相手の立場に

合わせて適切なコミュニケーションを取り、良好な人間関係を構築しま

しょう。

1 〇

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-044 〇 2021年改訂_クレーム対応で企業力UPを目指す 1:00:00 スコーム

クレームは対応を間違えると更なるクレームに発展してしまうこともあり

ます。クレームを言うお客様、言わないお客様の気持ちとそこから聞こえ

てくる声の役割や重要性を学び、クレーム対応はサービスの気持ちの表れ

であることを理解した上で、基本的な窓口対応・電話対応のマナーを学習

します。

1 〇

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-045 〇 コミュニケーション理論と実践 0:25:23 動画

本講座では、コミュニケーションの本質について考え、情報をやり取りす

るための手段について学びます。また、5W1Hを活用したコミュニケー

ションの取り方を学びます。コミュニケーションスキルはどのような業種

でも必須のスキルです。

・コミュニケーション理論

・情報から見たコミュニケーション

・コミュニケーションの実践

1 〇

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-046 〇 会議の進め方 0:32:28 動画

本講座では、会社での会議における、スムーズな進行方法について解説し

ていきます。会議の目的や望ましい会議について理解した後、主催者・司

会役・進行役、および参加メンバーとして上手に会議を進めるコツや配慮

などについて学びます。（・会議とは　・主催者、司会者・進行役の役割　

・より会議を充実させるために）

6 〇

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-047 〇 課題解決ファシリテーション 0:34:27 動画

本講座では、ファシリテーションを実践することのメリットについて理解

した後、実践のコツ（「事前準備」「意見の引き出し」「論点整理」「合

意形成」）について学びます。（・職場の課題を解決するために　・ファ

シリテーションの実践的スキル　・事例研究　・課題解決ファシリテー

ションスキルを高めるために）

6 〇

コミュニケーション コミュニケーション COMU01-048 〇 オンラインによる商談の進め方 0:28:49 動画

本講座では、オンライン商談のメリットやデメリットをはじめ、取引先と

のオンライン商談に向けた事前準備の方法や商談を成立させるためのポイ

ントについて学びます。（・オンライン商談のメリット・デメリット　・

オンライン商談に向けた事前準備　・オンライン商談を成立させるポイン

ト　・目的は商談を成立させること）

6 〇

セルフマネジメント メンタルヘルス SELF01-001 〇 管理職のためのメンタルヘルス研修 0:40:00 スライド

管理者は自身だけでなく、部下のメンタルヘルスにも気を配らなければな

りません。管理職と一般社員との違いや、管理監督者に求められる3つの

予防、部下を指導する上で気を付けるべきこと、部下の不調への対処法を

学びます。部下の不調にいち早く気づき、適切に対処できるようになりま

しょう。

1 -

セルフマネジメント メンタルヘルス SELF01-002 〇 セルフケア研修「メンタルヘルス～元気に働くために～」 1:00:00 スライド

働く上でストレスはどうしても生じてしまうものです。本コースではスト

レスの概要やストレスの原因、自分のストレス反応、うつ病のメカニズ

ム、ストレスの対処方法について学びます。メンタルヘルスの基礎知識を

身に着け、心身ともに健康な状態を保ち、長く働けるようになりましょ

う。

1 -

セルフマネジメント メンタルヘルス SELF01-004 〇 瞑想トレーニング 0:43:08 動画

本コースではスティーブ・ジョブスなど多くの成功者が実践し、ビジネス

誌などでも取り上げられる「瞑想」について解説します。思考がクリアに

なる、集中力を高める、直感が鋭くなる、免疫力が高まり脳を活性化す

る、老化防止など、科学的に証明されている効果がたくさんある瞑想の実

践方法を学びます。

4 -
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セルフマネジメント メンタルヘルス SELF01-006 〇 メンタルヘルス職場での感情コントロール 0:32:20 動画

働いていると様々な感情が起こりますが、感情がコントロールできなくな

ると働く上で自分にも周りにも不利益が生じます。この講座では、主に怒

りの感情に焦点をあて、怒りの本質とは何かを知り、自らコントロールで

きるようになるアンガー・マネジメントの方法をご紹介します。

1 -

セルフマネジメント メンタルヘルス SELF01-007 〇 メンタルヘルス（ラインケア）講座 0:32:16 動画

管理者のメンタルヘルスに対する知識は、メンタルヘルス悪化の対策・対

応につながります。本コースでは、職場のメンタルヘルスについて、メン

タルヘルスを悪化させやすい人の特徴や、職場環境の問題点の把握と改

善、メンタルヘルス悪化の防止など、管理者が行うべきラインケアの手法

を解説します。

1 -

セルフマネジメント メンタルヘルス SELF01-008 〇 メンタルヘルス（セルフケア）講座 0:18:31 動画

メンタルヘルスの悪化は、個々の仕事にはもちろんのこと、組織全体にも

悪影響を及ぼします。逆に、組織全体の心の健康レベルを引き上げること

は、組織の活性化や生産の向上に繋がります。本コースでは、ストレスの

影響や対処法、ストレスに強い人になる方法、ストレスを緩和するコミュ

ニケーションなどを解説します。

1 -

セルフマネジメント メンタルヘルス SELF01-009 〇 リモートワークにおけるメンタルヘルスセルフケア講座 0:20:58 動画

本講座では、特にリモートワークにおいて、心の健康を保つためのセルフ

ケアの方法について学びます。また、ストレスとメンタルヘルス不調の関

係や、基本的なセルフケアの仕方についても学ぶことができます。オフィ

スを離れたリモートワークの現場でも、自身のケアをできるようにしてい

きましょう。

1 -

セルフマネジメント メンタルヘルス SELF01-010 〇 2021年改訂_メンタルヘルス不調者発生時対処法を学ぶ 1:00:00 スコーム

メンタルヘルス不調者が発生した場合のリスク、誤った対処法、専門医と

の連携、法律上の諸問題、4つのケア（セルフケア、ラインケア、事業場

内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア）について学

びます。メンタルヘルス不調者の予防と発生してしまったときの注意点を

理解しましょう。

1 〇

セルフマネジメント メンタルヘルス SELF01-011 〇 2021年改訂_メンタルヘルスのトラブル予防法とは？ 1:00:00 スコーム

メンタルヘルスとは何かということから企業におけるメンタルヘルスの意

義、管理者の安全配慮義務、管理者がすべきこと、メンタル的なダメージ

の早期発見について学びます。職場のメンタルヘルス改善のため、管理者

の立場ですべきことや必要なコミュニケーションスキルを学び、トラブル

を予防しましょう。

1 〇

セルフマネジメント メンタルヘルス SELF01-012 〇 改訂版_管理職のためのメンタルヘルス研修 0:40:00 スライド

管理者は自身だけでなく、部下のメンタルヘルスにも気を配らなければな

りません。管理職と一般社員との違いや、管理監督者に求められる3つの

予防、部下を指導する上で気を付けるべきこと、部下の不調への対処法を

学びます。部下の不調にいち早く気づき、適切に対処できるようになりま

しょう。※本講座は、「管理職のためのメンタルヘルス研修」の改訂版

コースになります。

1 -

セルフマネジメント メンタルヘルス SELF01-013 〇 ストレスコーピング 0:31:58 動画

本講座では、ストレス発生のしくみを理解したうえで、仕事上のストレス

から自分を守るための方法やストレスとの上手な向き合い方について学び

ます。（・ストレスとは何か？　・ストレスコーピングとは何か？　・ス

トレスコーピングの実践のコツ　・ストレスコーピングの実践に向けて）

6 〇

セルフマネジメント ストレスマネジメント SELF02-003 〇 ストレスマネジメント 0:57:29 動画

ストレスの概要、ストレスを感じる要因、ストレス過剰状態の傾向、スト

レスをコントロールする呼吸法やリラクゼーションテクニック、分析によ

る理論的アプローチ、アファメーションを学びます。ストレスの原因と

様々な対処法を学ぶことで、ストレスをコントロールできるようになりま

しょう。

5 -
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セルフマネジメント ストレスマネジメント SELF02-004 〇
セルフケア研修「メンタルヘルス」新社会人のためのメンタ

ルヘルス入門
1:00:00 スライド

社会人として働いていると様々なシーンでストレスを感じます。ストレス

にうまく対処できないと業務に支障をきたすだけでなく、心身の健康を損

なうことがあります。本コースでは、メンタルヘルスの基礎知識や新入社

員に求められること、ストレスの概要、テレワークの心構えを解説しま

す。

1 -

セルフマネジメント ストレスマネジメント SELF02-005 〇
休憩時間に身体も心もリフレッシュ～第一回「こころが落ち

着く呼吸法」～
0:05:31 動画

この動画では、心と体のセルフケア、健康管理の一環として、休憩時間に

できるリフレッシュ方法をご紹介します。仕事中、緊張していたり、思い

通りに行かずにイライラすると仕事の生産性は上がりません。第１回は

「こころが落ち着く呼吸法」をご紹介します。是非ご一緒にやってみてく

ださい。

1 -

セルフマネジメント ストレスマネジメント SELF02-006 〇
休憩時間に身体も心もリフレッシュ～第二回「仕事の疲れを

取る首のストレッチ」～
0:08:16 動画

この動画では、心と体のセルフケア、健康管理の一環として、休憩時間に

できるリフレッシュ方法をご紹介します。仕事中、緊張していたり、ずっ

と座って作業をしていると、身体がこわばって集中力が続かなくなりま

す。第２回は「 仕事の疲れを取る首のストレッチ 」をご紹介します。是

非ご一緒にやってみてください。

1 -

セルフマネジメント ストレスマネジメント SELF02-007 〇
休憩時間に身体も心もリフレッシュ～第三回「仕事の疲れを

取る肩のストレッチ」～
0:07:45 動画

この動画では、心と体のセルフケア、健康管理の一環として、休憩時間に

できるリフレッシュ方法をご紹介します。仕事中、緊張していたり、 

ずっと座って作業をしていると、身体がこわばって集中力が続かなくなり

ます。第３回は「仕事の疲れを取る肩のストレッチ」をご紹介します。是

非ご一緒にやってみてください。

1 -

セルフマネジメント ストレスマネジメント SELF02-008 〇
休憩時間に身体も心もリフレッシュ～第四回「仕事の疲れを

取る腰のストレッチ」～
0:07:58 動画

この動画では、心と体のセルフケア、健康管理の一環として、休憩時間に

できるリフレッシュ方法をご紹介します。仕事中、緊張していたり、 

ずっと座って作業をしていると、身体がこわばって集中力が続かなくなり

ます。第４回は「仕事の疲れを取る腰のストレッチ」をご紹介します。是

非ご一緒にやってみてください。

1 -

セルフマネジメント ストレスマネジメント SELF02-009 〇
休憩時間に身体も心もリフレッシュ～第五回「目の疲労回

復」～
0:07:14 動画

この動画では、心と体のセルフケア、健康管理の一環として、休憩時間に

できるリフレッシュ方法をご紹介します。長時間パソコンを見たり、同じ

姿勢でいると、目の疲れや頭痛の原因になります。第５回は「目の疲労回

復方法」をご紹介します。是非ご一緒にやってみてください。

1 -

セルフマネジメント ストレスマネジメント SELF02-010 〇 2021年改訂_ストレスマネジメントとは？（初級） 1:00:00 スコーム

仕事をしていく上でストレスを生じるのは当然のことです。本コースでは

ストレスとは何か、ストレスに強い人・弱い人の性格や特徴、ストレス対

処法、ストレスを軽減する良い目標の持ち方等を学びます。ストレスにう

まく対処するスキルを身に着け、仕事を長く続けられるようになりましょ

う。

1 〇

セルフマネジメント ストレスマネジメント SELF02-011 〇 2021年改訂_ストレスマネジメントとは？（中級） 1:00:00 スコーム

ストレスの感じ方は人によって異なります。性格によるストレスの感じ

方、ストレスの原因、ストレスを感じやすい人、性格ごとの傾向、コーピ

ングについて学び、ストレスマネジメントへの理解を深めます。自分の性

格によるストレスへの傾向を理解することで、適切にストレスに対処しま

しょう。

1 〇

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-001 〇 あなたの魅力を引き出す９つの力 1:35:10 動画

これからの迷えるマーケットを制するには「魅力」が重要になります。魅

力を引き出す9つの力「準備力」「整理力」「瞬発力」「持続力」「同時

力」「解釈力」「予測力」「決断力」「胆力」を学びます。あなたの魅力

を引き出し、これからの人生をより豊かに生きていけるようになりましょ

う。

6 -

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-002 〇 世界No.1セールス　桑原正守流～１歩踏み出すツボとコツ～ 0:19:48 動画

一流であり続けるために必要なこと、人を応援させるエネルギーの原点、

「苦は楽のため、楽は苦のため」、右脳に刻まれる本の読み方、「本気

力」の磨き方、人生を豊かにするリスクの取り方、「人生は砂時計であ

る」など、本質に気づくことで誰でも今すぐ実践できる、前に進む方法を

紹介します。

9 -
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セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-003 〇 世界No.1セールス　桑原正守の古典から学ぶ 0:04:41 動画

過去に学ぶことは多々あります。前に進むために一度立ち止まってみては

いかがでしょう。「小利を見れば則ち大事成らず」「義を見てせざるは勇

無きなり」という古典から、目先の利益・保身に囚われずに、大きな志に

基づくことを成し遂げ、世の中に必要なことに取り組めるようになりま

しょう。

2 -

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-004 〇 世界No.1セールス　桑原正守流～自分との付き合い方～ 0:04:25 動画

物事の本質は「自分を知ること」であり、これに気付く人は人生が変わり

ます。本コースでは、「夢ややりたいことが見つからず何をしていいかわ

からない」という人が行動レベルに落とし込める夢との付き合い方、テン

ションとモチベーションの違いとモチベーション維持の方法を解説しま

す。

2 -

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-006 〇 軸と器の成功法則 1:53:10 動画

本来の自分の価値観・使命・理念を考えず、刷り込まれた常識・価値観で

生きている人が多くなっています。「何をもってして『あなた』なの

か。」を考えることがパーソナルミッションの入り口であり、あなたの

「軸」になります。自分の価値観を見つけ、未来のために今何をすべきか

考えられるようになりましょう。

8 -

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-007 〇 ご縁と円の成功法則 1:42:05 動画

あなたという個性”をあなたの人生、ミッション、ビジネスに向けて組織

化するパーソナルフォーメーションとは？ご縁とは人だけでなく出来事、

案件、トラブルなども含まれます。出会いの意味と意義を感じ取り、育

み、紡ぎ合うことで、夢ができた時やチャンスが来た時にすぐに行動でき

るよう準備をしましょう。

7 -

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-008 〇 人生を楽しみ成果を上げる“たった3つの法則” 1:20:43 動画

人生を楽しみ成果を上げる3つの法則「心という畑を耕す・種を蒔く・種

を育む」についてそれぞれ解説します。因果関係を考えることの大切さ、

快楽と幸福の違いを学び、「好きなことではなく、価値あること」を大切

にし、評価に動じず、ビジネスチャンスを逃さないために必要なマインド

を身につけましょう。

7 -

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-009 〇 自立型ハイパフォーマーのコツ （導入編） 0:43:18 動画

スポーツに「心技体」という言葉があるように、仕事においてもスキルだ

け身につけても心が伴わなければ、高い成果を出すことはできません。本

コースは自分のスキルを発揮して自分の価値を高めるための、「見て聞い

て理解し、考え実践して、習慣として身に付ける為の実学講座」です。

3 -

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-010 〇 世界No.1セールス　桑原正守流～心の健康法～ 0:01:10 動画

日々の仕事に追われているなかで、最も重要なことは何か。脳内ホルモン

「オキシトシン」は、「幸せホルモン」「愛情ホルモン」とも呼ばれ、ス

トレスを癒して心身の健康に貢献するホルモンです。オキシトシンを分泌

させるためのコツを学び、ストレスを自分でコントロールできるようにな

りましょう。

1 -

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-016 〇 2021年改訂_ポジティブシンキングとは？(初級) 1:00:00 スコーム

本コースでは、ポジティブシンキングの概要からABC理論、ゲシュタルト

療法、自分の価値の見つけ方など、ポジティブシンキングに必要な知識や

考え方を解説します。ポジティブシンキングを身に着けて感情の波をコン

トロールすることで、物事の捉え方を否定的から肯定的なものに変えま

しょう。

1 〇

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-017 〇 2021年改訂_ポジティブシンキングとは？（上級） 1:00:00 スコーム

目標を達成できるポジティブな組織を確立するための経営者、管理監督

者、幹部職など上司とされる人を対象に、熱を伝え合うコミュニケーショ

ン、ポジティブな姿勢に導く表現方法、部下のキャリアの方向性の考え

方、精神的に疲れている部下への対処法など、部下とのコミュニケーショ

ン法を解説します。

1 〇
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セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-018 〇 2021年改訂_ポジティブシンキングとは？（中級） 1:00:00 スコーム

「ポジティブシンキング（初級）」で学んだこと（物事を肯定的に捉え、

自分に自信を持つこと）をさらに進めたコミュニケーションを学びます。

アサーションや交流分析の理論（自他肯定の考え方）など、自分と関係の

ある周囲の人の考え方を理解した上で自分の考えをポジティブに表現する

ことを身につけます。

1 〇

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-019 〇 2021年改訂_モチベーションのコントロール法を学ぶ 1:00:00 スコーム

モチベーションの概要から動機付けの要因としてマズローの欲求5段階

説、マクレガーのX理論・Y理論といった理論、ヒューマン・リソース・

マネジメント、組織メンバーのモチベーションを高める方法などを解説し

ます。モチベーションをコントロールして、仕事に対する意欲を高めま

しょう。

1 〇

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-020 〇 2021年度改訂_成長ベクトルモデルの活用法を知る 1:00:00 スコーム

本コースでは、戦略的思考や成長ベクトル、シナジーの概要、市場浸透戦

略や新製品開発戦略、新市場開拓戦略など、事例に即した「成長ベクトル

モデル」を学びます。経営戦略理論の1つ「成長ベクトルモデル」を理解

することで「成長ベクトルモデル」を活用できるようになりましょう。

1 〇

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-021 〇 モチベーションの基本と行動 0:29:35 動画

本講座では、モチベーションがどのようなものか、人の「やる気」を左右

する要因が何なのかを学びます。また、モチベーションに関わる、人の行

動特性を理解し、職場で活用することを目指します。

・モチベーションの基本

・モチベーションの基礎理論

・モチベーションの3つの特徴

1 〇

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-001 〇 業務改善 0:36:27 動画

様々な業務を限られた時間でこなしていくには、業務改善の視点が必要不

可欠です。本コースでは業務の問題をシンプルに考えるための図解分析、

整理整頓から始める職場改善、時間短縮できる効率的な仕事の実践方法に

ついて学びます。限られた時間を有効に使って、成果を出せるようになり

ましょう。

3 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-003 〇 数的思考ベーシック  ～数字を使って仕事を進める技術～ 1:26:30 動画

本コースでは「数字を読み取り、加工し、評価する」という基礎的なスキ

ルにはじまり、仕事を大まかに数字で捉える推定力や、説得するためにわ

かりやすく数字やグラフで伝えるためのエッセンスなどを解説します。ビ

ジネスパーソンに欠かせない数的能力を身につけて日々の業務に活かしま

しょう。

10 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-009 〇 生産性を高める7つの改善 1:13:04 動画

生産性を高めるためには現状の課題認識とそれに対する的確な対処・対応

を遂行する実行力・意識が必要です。本コースでは生産性を向上させる業

務の進め方やあり方を7つの要素に分解し、それぞれに対する具体的な考

え方、意識の持ち方、取り組み方を解説します。具体的な改善ポイントを

見出す活動に取り組みましょう。

7 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-010 〇 PDCAサイクル 0:11:08 動画

PDCAは仕事の品質を高めるために、すべてのビジネスパーソンが身につ

けておくべきビジネススキルです。この講座ではビジネスの基本ともいう

べきPDCAを、もう一度原点に立ち返って理解していただくことを目的と

しています。PDCAサイクルを実践できているか、自身の仕事の進め方を

振り返りましょう。

1 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-011 〇 身近でわかりやすい問題解決講座 1:14:50 動画

問題を根本から解決するためには、問題を構造的に捉え、原因を深堀する

ことで「真の原因」が何かを分析することが重要です。本講座では、問題

解決における考えるべき４つのステップや、原因分析に役立つフレーム

ワークを解説します。具体的な事例も交えながら問題解決の思考法をわか

りやすく学ぶことができます。

16 -
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ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-012 〇 書類の整理整頓 0:09:33 動画

「時間が無い」「方法がわからない」などの理由から書類の整理を怠って

しまうと、探し物の時間が増えて業務効率が下がる、書類の紛失により会

社の信頼を失うなどの恐れがあります。本コースでは、書類の整理・整頓

の必要性から、整理・整頓の3大要素、書類の分類方法などを解説しま

す。

1 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-013 〇 ダイバーシティ講座 0:23:51 動画

なぜ今日、「ダイバーシティ」というテーマを掲げ、組織内の人材多様化

や女性活躍推進に取り組む企業が増えているのか、その背景から学びま

す。また、企業におけるダイバーシティ推進をケーススタディを踏まえて

学ぶことが可能です。

1 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-014 〇 問題解決講座 0:06:46 動画

本講座では、問題解決における考えるべき５つのステップを軸に、問題解

決のためのフレーム設定や、現状分析、原因追求、解決策の立案方法など

をご紹介します。具体的な事例も交えながら問題解決の思考法をわかりや

すく学ぶことができます。

1 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-015 〇 生産性を向上させる危険予知訓練（KYT) 0:41:25 動画

危険予知訓練（ＫＹＴ）について基礎知識から学ぶことができます。２部

構成で、まずKYTについて基礎知識とその進め方を「基礎４ラウンド法」

を中心に解説します。その後第２部では、第１部で学んだ内容をクイズを

通して、より実践的に学んでいきます。

3 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-016 〇 障害者差別解消法 0:19:59 動画

2016年4月から、「障害者差別解消法」が施工されたことにより、障害の

ある方に対し、「不当な差別的取扱いの禁止」などが求められています。

本講座では、「不当な差別的取扱い」などのポイントを押さえつつ、自身

にも関係があると思ってもらえるよう理解を促進をします。

※本講座は2017年1月時点の情報を元に制作しています。

1 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-029 〇 ユニバーサルデザイン・ガイド 1:25:30 動画

本講座では、ユニバーサルデザインについての基礎知識を解説します。ユ

ニバーサルデザインとは、年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初か

らできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることをいいま

す。商品開発やサービス企画に活かしましょう。

8 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-030 〇 会議の進め方 0:22:08 動画

本講座では、生産性を高める会議の進め方について解説していきます。組

織内における会議を効率よく進め、今まで以上に有意義な場を作るための

スキルを身に着けることができます。会議時間の短縮や、議論を盛り上げ

たい、円滑に合意形成を図りたいという方は是非ご活用ください。

4 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-031 〇 【改訂版】ダイバーシティ&インクルージョン講座 0:28:56 動画

本講座では、ダイバーシティ&インクルージョン推進の背景やメリット、

多様な人材と働くためのポイント、そして自身が持っている無意識の偏見

「アンコンシャス・バイアス」について学びます。最後にはワークを通し

て、みんなが働きやすい職場に大切なものを考えます。

1 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-032 〇 2021年改訂_問題解決力を高める 1:00:00 スコーム

本コースでは「問題解決力とは」ということから、問題の本質の見極め方

や問題の重要度の判断方法、原因分析に必要な情報分析、問題の構造分析

方法、問題解決実行案の作成と実行、効果の評価方法について解説しま

す。問題解決のための正しい視点と手順を理解して、効率的に解決できる

ようになりましょう。

1 〇

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-033 〇 2021年改訂_成果主義のための仕事の整理整頓法 1:00:00 スコーム

多くの企業で取り入れられている成果主義制度について、間違えた成果主

義制度運用による陥りやすい罠や正しい成果主義制度の運用方法、５

W1Hに基づく仕事術、対人関係の作り方、問題の解決方法を解説しま

す。正しい成果主義制度を理解して、効率的に業務をこなせるようになり

ましょう。

1 〇
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ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-034 〇 2021年改訂_現場が活性化する情報化の推進法とは？ 1:00:00 スコーム

IT化の進展により、情報化で業務改善を図ることが日常化していますが、

IT投資をユーザーが十分に使いこなさないと生産性の向上は進みません。

本コースでは改善手順や改善スケジュールの明確化、現場への説明方法、

システム導入後のケア、現場の要望の取捨選択について解説します。

1 〇

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-035 〇 2021年改訂_業務分析の手法と業務の可視化とは？ 1:00:00 スコーム

情報の活用、情報システムの活用による業務改革は避けて通れないもので

す。本コースでは業務分析の必要性や業務分析の位置付け、ビジネスモデ

ルの図式化、経営戦略から情報化戦略への展開、無理・無駄・ムラの発見

と改善方法などを解説します。業務改善に必要な考え方を身に着けましょ

う。

1 〇

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-036 〇 2021年改訂_システム開発の標準手順とその応用を学ぶ 1:00:00 スコーム

システム開発の基本からシステム開発手順とその考え方、「要求定義」と

「要件定義」、進捗管理や評価・改善の重要性など、システム開発の標準

手順とその応用について解説します。システムを計画通りに開発する際に

必要な考え方や手順を理解して、円滑に開発できるようになりましょう。

1 〇

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-037 〇 ダイバーシティ基礎編 0:34:24 動画

ダイバーシティの浸透を阻む職場の目に見えない「壁」について理解した

うえで、ダイバーシティ浸透のメリットや実践のポイントについて事例を

交えながら学びます。（・職場の見えない「壁」　・ダイバーシティのメ

リット　・ダイバーシティの事例　・ひとりひとりがダイバーシティを実

践するために）

6 〇

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-038 〇 レジリエンス 0:34:42 動画

本講座では、変化の激しい社会を生き抜くためにレジリエンスの向上が大

切になることを理解した後、レジリエンスが高い人・組織の特徴や高め方

のコツについて学びます。（・変化の激しい社会を生き抜く　・レジリエ

ンスの発揮　・レジリエンスの高め方のコツ　・高いレジリエンスを維持

するために）

6 〇

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-001 〇 ロジカルライティング 1:58:44 動画

読み手に正確に伝わる文書を書くためには、論点とメッセージが明確であ

り、内容がわかりやすく組み立てられていることが必要です。本コースで

は、書く前に明らかにすべきことや論点と論理分解、論理展開のパター

ン、書き方の注意点など、ロジカルシンキングのツールを活用したライ

ティングの技術を解説します。

12 -

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-003 〇 論理的思考力を身につけよう 1:44:44 動画

ロジカルシンキングは考え方の共通言語であり、問題の解決や他者との交

渉、説得、提案などに欠かせない基礎スキルです。本コースでは、ロジカ

ルシンキングの必要性に始まり、目的事項の明確化から論理の組立てに至

る正しい手順を学び、仮説の構築から検証に取り組み、ロジカルシンキン

グの基礎を学びます。

14 -

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-011 〇 論理的に話す／書くためのロジック図解 0:30:00 スライド

仕事に必要な情報を関係者に誤解なく伝えるためには「論理的に書く／話

す」ことが必要であり、そのためには文章だけでなく図解を合わせて使う

ことが役に立ちます。本コースでは、「論理的に書く／話す」ための、

G/P/Sで考えるロジック図解、図解に不可欠なラベリングの考え方につい

て学びます。

3 〇

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-012 〇 身近でわかりやすいロジカルシンキング講座 1:15:36 動画

そもそもなぜロジカルシンキングが必要なのか、そしてロジカルシンキン

グとは何か、といった基本的な項目から、因果関係の見つけ方・考え方ま

でを学んでいきます。固いイメージのあるロジカルシンキングですが、具

体例を通して学ぶことで理解しやすい内容となっています。ロジカルシン

キングを身に付けましょう。

16 -

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-013 〇 課題解決のためのラテラルシンキング講座 0:17:47 動画

本講座では、豊かな発想力をもたらすためのラテラルシンキングについて

学びます。ラテラルシンキングとは何かから、柔軟な発想を生み出すため

の具体的な方法を説明します。紹介する思考法を試してみるコーナーが講

座内に取り入れられていて、実践的に学ぶことができます。

1 -
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ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-014 〇 フレームワークで学ぶロジカルシンキング講座 0:21:17 動画

ロジカルシンキングの基本を問題解決のステップに沿って解説します。

MECE、ロジックツリー、ピラミッドストラクチャーなどのフレームワー

クを学ぶことで、すぐに使える知識を身につけることができます。

1 -

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-015 〇 課題解決のためのロジカルシンキング講座 0:23:06 動画

本講座では、ものごとに対して疑問をもって考え抜くための、ロジカルシ

ンキングについて学びます。ロジカルシンキング（論理的思考）とは何か

から、ロジカルに考えるための方法を説明します。紹介する思考法を試し

てみるコーナーが講座内に取り入れられていて、実践的に学ぶことができ

ます。

1 -

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-016 〇 課題解決のためのクリティカルシンキング講座 0:22:55 動画

本講座では、ものごとに対して疑問をもって考え抜くための、クリティカ

ルシンキングについて学びます。クリティカルシンキング（批判的思考）

とは何かから、クリティカルに考えるための方法を説明します。紹介する

思考法を試してみるコーナーが講座内に取り入れられていて、実践的に学

ぶことができます。

1 -

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-017 〇 クリエイティブシンキング 0:35:32 動画

クリエイティブシンキングとは、拡散思考や水平思考を用いて、枠組みに

とらわれず、直感や感性を大切にし、アイデアを生み出す自由な発想なこ

とを言います。昨今では、ロジカルシンキングといった考え方も重要視さ

れていますが、新しいアイデアを生み出すクリエイティブシンキングのス

キルも重要です。

6 -

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-018 〇 ロジカル・シンキング 0:29:54 動画

ロジカルシンキングとは、物事を体系的に整理して筋道を立て、矛盾なく

考える思考法のこと。「論理的思考」と訳されます。これらの能力を身に

着けることによって、業務をより効率的に、ミスなく進めることができる

ようになります。ロジカルシンキングについて学び、業務改善に活かしま

しょう。

5 -

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-019 〇 2021年改訂_話し方・書き方が変わるロジカルシンキング 1:00:00 スコーム

論理的かそうでないかを分けるのは頭や能力の良し悪しではなく「思考態

度の差」にあります。本コースでは演繹法・帰納法の概要、前提・条件論

の重要性、相手の立場に立って考える方法、俯瞰的なものの見方について

解説します。相手の立場に立って考え、筋道を立てて相手に伝えられるよ

うになりましょう。

1 〇

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-020 〇 2021年改訂_誰でも身につく問題解決力 1:00:00 スコーム

仕事をしていくと様々な問題に直面し、その都度解決する必要がありま

す。本コースでは問題解決に必要なスキル、問題のタイプや捉え方、問題

の根本原因への迫り方、問題解決の優先順位の決め方、解決策の作成方

法、解決策の効果測定について解説します。問題解決に必要なスキルを身

に着けましょう。

1 〇

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-021 〇 ロジカルライティング 0:29:48 動画

本講座では、わかりやすい文章に求められる3つの要素（文がわかりやす

い、文のつながりがわかりやすい、文章全体がわかりやすいこと）を学

び、様々なビジネス文書を作成するためのポイントを学びます。伝わりや

すい文章を作成する力は、社会人にとって重要です。

・ロジカルライティングとは

・3つの分かりやすさ

1 〇

ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-022 〇 ラテラルシンキング 0:26:51 動画

本講座では、ラテラルシンキングとその他の思考方法の違いについて理解

した後、仕事で実践するための手順やコツ、アイデアを生み出すための発

想法について学びます。（・常識にとらわれない自由な発想　・ラテラル

シンキングの実践　・ラテラルシンキングに役立つ発想法　・発想を自由

に、豊かに）

6 〇

ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-001 〇 心を動かすスピーチ・プレゼンの技術 0:57:58 動画

スピーチやプレゼンテーションの場で、いかにして聴衆の心を動かし、正

しくメッセージを伝えるか。本コースでは、よいプレゼンの条件「3P理

論」やプレゼンテーションの3つの要素（視覚的要素、聴覚的要素、言語

的要素）、話し上手になるポイントなどについて、それぞれ具体的な例を

挙げて解説します。

6 -
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ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-004 〇 説得力を高めるプレゼンテーション 1:14:28 動画

プレゼンテーションで成功を収めるためには、まず目的を明らかにし、ロ

ジカルにストーリーを組み立てる必要があります。そして最大の見せ場で

あるデリバリーにおいては、資料に工夫を凝らしたうえで、態度能力を発

揮しなくてはなりません。プレゼンで成果をあげるためのポイントと技法

について解説いたします。

8 -

ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-006 〇 A4・1枚 究極の企画書作成講座 2:00:15 動画

ビジネスチャンスを逃さないためにも提案活動は単純、明確にかつ素早く

行うことが必要です。しかし、提案内容を相手に上手く伝えるためには企

画書の作り方が重要です。本コースでは、企画が苦手な人でも提案に必要

な要素をA4用紙1枚に簡潔に集約し、説得力のある企画書を作成するノウ

ハウを伝授します。

12 -

ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-008 〇 進化形プレゼンテーションの極意 1:55:00 動画

プレゼンテーションでは相手に理解させるだけでなく、相手の心も揺さぶ

る必要があります。相手の脳内スクリーンに映し出す”例え話”など、映像

心理学を使い相手の潜在意識にダイレクトに働きかけるプレゼンテーショ

ンのノウハウ、相手の話を受け取る力を伸ばすコツを学びましょう。

8 -

ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-009 〇 提案書の作り方 0:15:10 動画

提案書とは、自社の提案をお客様に伝えて採用していただくためのツール

です。提案書を作成する上で理解しておきたいポイントや良い提案書を作

成するためのステップ、課題を把握するためのヒアリングスキル、ヒアリ

ング内容を整理するポイント等を解説します。結果の伴う提案書を作成で

きるようになりましょう。

1 -

ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-010 〇 プレゼンテーション講座 0:23:49 動画

プレゼンテーションはビジネスにおいて欠かせないスキルの一つです。本

講座では、プレゼンテーションスキルを「内容」「技術」「手段」の３つ

の観点から解説します。プレゼンテーションスキルの基本を身に着けて、

効果的な提案を行いましょう。

5 -

ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-011 〇 プレゼンテーション講座～導入編 0:05:24 動画

会議や商談だけでなく、日常の業務でも使えるプレゼンテーションのポイ

ントを解説します。実際の営業訪問のケース映像を通して学ぶことで、自

身の業務と内容をつなげながら視聴することができます。プレゼンテー

ションのポイントを押さえて、相手に伝わる提案の方法を学びましょう。

1 -

ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-012 〇 フィジカルプレゼンテーション 0:03:00 動画

手の平を拳で叩く！！！プレゼンテーションはカタチから！　本講座で

は、今日から使える「フィジカルプレゼンテーション」のポイントをわか

りやすく解説します。トークだけではなく、身振りや手ぶりを使った表現

をマスターし、よりわかりやすく相手に伝わるプレゼンテーションを目指

しましょう。

1 -

ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-013 〇 ビジネス文書講座 0:19:13 動画

仕事をするうえで欠かすことのできないビジネス文書。新入・若手社員の

基礎作りとして役立つ内容です。ビジネス文書の書き方について、基礎を

学び、使用頻度の高いメールと報告書の書き方について詳しく解説をしま

す。伝わりやすいビジネス文書の作成を目指しましょう。

3 -

ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-014 〇 2021年改訂_プレゼンテーション力養成講座 1:00:00 スコーム

よいプレゼンテーションとは、聴き手にとって魅力がある内容を、わかり

やすい表現で伝えられることです。本コースではよいプレゼンテーション

を行うための事前準備、話の組み立て方、良い印象を与える演出、発声方

法、プレゼンテーション資料づくりのポイント、発表のテクニックを解説

します。

1 〇

ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-015 〇 2021年度改訂_光る企画書の書き方 1:00:00 スコーム

抵当権と競売の関係について、物上保証と根抵当、共同抵当、第三取得者

の対応策、マンション管理費の未納を放置した場合どうなるか、競売の現

状と問題点、競売入札の三大ポイント、入札から落札までの流れ、入札す

る際に重要となる資料3点セット、競売入札代行業者のメリット・デメ

リットについて解説します。

1 〇
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情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-002 〇 SNSに気をつけよう 0:39:26 動画

昨今、従業員によるSNSへの不用意な投稿が企業イメージが損なわれるこ

とが度々話題になります。本コースではコンプライアンスと情報セキュリ

ティの概要を理解し、SNSやインターネットの利用上の注意点を学びま

す。インターネットやSNSの注意点を理解し、適切に活用できるようにな

りましょう。

3 -

情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-006 〇 情報セキュリティ研修サイバー攻撃編 0:30:00 スライド

本コースでは、情報漏えいの原因やサイバー攻撃による情報漏えいの事

例、情報漏えい防止のためのポイントを解説します。サイバー攻撃による

情報漏えいはどのようにして起こるのか、情報漏えいによる企業・社員へ

のダメージについて事例を交えて学び、情報漏えい対策のポイントを正し

く理解しましょう。

7 〇

情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-007 〇 標的型ウイルスに対するセキュリティ対策 0:30:00 スライド

標的型攻撃による被害は増加傾向にあり、手口も巧妙になっています。標

的型攻撃の対策には従業員一人一人がその手口を理解することが求められ

ます。本コースでは、サイバー攻撃の種類や標的型攻撃の特徴、対策のポ

イントを解説します。正しい知識を身につけ、標的型攻撃から組織を守り

ましょう。

6 〇

情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-008 〇 プライバシーマークと個人情報保護 0:30:00 スライド

今さら聞けないプライバシーマークや個人情報の概要から、個人情報保護

のために何をすべきか、個人情報保護のために組織がどのような体制を整

えているかを解説します。プライバシーマークの目的やメリット、個人情

報を安全に利用するためのポイントを学び、情報を正しく取り扱いましょ

う。

8 〇

情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-009 〇 ソーシャルメディアの使い方講座 0:14:39 動画

ソーシャルメディアは適切に使えば素晴らしいツールですが、使い方を誤

ると重大なトラブルに発展してしまうリスクも伴います。ソーシャルメ

ディアの基礎知識、メリット・デメリット、正しい使い方を学びます。特

にソーシャルメディアに潜むリスクについて、事例を通して知ることで、

トラブルを未然に防ぎます。

1 -

情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-010 〇 個人情報保護講座 0:14:33 動画

個人情報などの重要情報を保護することはコンプライアンス・セキュリ

ティの観点から企業において非常に重要です。本講座では、マイナンバー

制度などの改正の内容を踏まえながら、個人情報にあたる情報とは何かと

いうことから、個人情報の取り扱い方法、個人情報漏洩防止のポイントを

解説します。

1 -

情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-011 〇 マイナンバー制度～個人向け～ 0:09:38 動画

本講座では、個人向けのマイナンバー制度の解説します。マイナンバー制

度やカードの種類、申請方法、利用場面などを学び、留意点を理解するこ

とで、個々人がマイナンバーを安全に正しく取り扱うための知識を身に着

けます。意外と知られていないマイナンバーカードの利用場面や取り扱

い、紛失対応、留意点も学べます。

1 -

情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-012 〇
ZOOM脆弱性 ビデオ爆撃 テレワーク者必見！Zoombombing

／情報セキュリティマネジメント試験
0:03:28 動画

新型コロナウィルスの蔓延により、リモート会議やリモートワークが実施

される中、zoomをメインのミーティングツールとして使用されている企

業も多いのではないでしょうか。本講座では、zoomの設定やアップデー

トの注意点を学ぶことにより、zoomへの不正アクセスを防ぐ方法をご紹

介します。

1 -

情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-013 〇
【情報処理安全確保支援士】Amazon偽装 フィッシング詐欺

メール
0:03:04 動画

本講座では、実際に届いたフィッシング詐欺のメールを例に、メールによ

るフィッシング詐欺の手口と、その対策方法について解説していきます。

インターネットサービスを使用して、オフィスや仕事で必要なものを購入

したり、クレジットカードなどの情報を使用することが増えてきている中

で、初歩的な詐欺に注意しましょう。

1 -
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情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-014 〇
【個人情報の取扱い】第三者提供の同意だけでOK？データの

利活用は焦らずに
0:12:28 動画

本講座では、職場で起こる「個人情報の取扱い」のケースと必要な心構

え、対応をドラマ仕立ての教材によって解説していきます。想定される

ケースは、とある会社にて、AIで収集した自社商品の利用者情報を他社に

販売するという企画を実施するか否か、という場面です。企業活動での適

切なデータ利活用を解説していきます。

1 〇

情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-015 〇 2021年改訂_情報セキュリティ 1:00:00 スコーム

情報漏えいは企業に大きなダメージを与えます。情報セキュリティとはと

いうことから、データ流出の事例、メール受信やWeb閲覧のリスク、記憶

媒体接続の危険性、パスワードの設定と管理のポイント、ＳＮＳに潜むリ

スクなどを解説します。情報セキュリティの正しい知識を身につけ、情報

を適切に取り扱いましょう。

1 〇

情報セキュリティ 個人情報保護 INFO01-016 〇 2021年改訂_わかりやすい個人情報保護入門 1:00:00 スコーム

個人情報の漏洩は企業の信頼を損なうだけでなく、損害賠償等に繋がるこ

ともあります。本コースでは個人情報を守ることの重要性、個人情報保護

法、個人情報を取り扱う上で必要となる心構え、個人情報の取り扱い方に

ついて学びます。個人情報保護について正しい知識を身に着け、適切に取

り扱いましょう。

1 〇

情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-003 〇 情報セキュリティ入門講座 0:13:21 動画

本講座は、情報セキュリティとは何かを学ぶ入門編です。データ管理や

SNS、物品の保管などに関する注意事項や、情報セキュリティに関する意

識の低さが招くトラブル、法的損失などを根本から学んでいきましょう。

実際の事例検討によるケーススタディも合わせて学び、情報セキュリティ

に関する意識を向上させましょう。

1 -

情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-004 〇 情報セキュリティ講座 0:18:47 動画

本講座では情報セキュリティとは何か、その基礎を学びます。さらに発生

しうるリスクを内部のもの、外部のものに分けて紹介し、具体的なシーン

を想定しながら適切な対応策を解説します。情報セキュリティ対策への行

動指針としてご利用ください。

※本講座は2019年11月時点の情報を元に制作しています

1 -

情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-005 〇
【高校 情報Ⅰ】サイバー犯罪 （情報セキュリティ）情報処

理安全確保支援士のがっき～が分かりやすく解説！
0:08:32 動画

本講座では、サイバー犯罪に関する基礎知識と、周辺の法律について、情

報処理安全確保支援士である講師が解説していきます。サイバー犯罪に関

する情報セキュリティ知識は、高校の情報科の授業でも扱われる基本的な

内容であり、ビジネスパーソンとしても必須の知識です。情報管理につい

て、基本を学んでいきましょう。

1 -

情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-006 〇 MDM スマートフォンセキュリティ 0:02:38 動画

本講座では、MDM（Mobile Device Management）について解説してい

きます。MDMとは、社員に支給するモバイルデバイスの、システム設定

などを統合的・効率的に管理する手法やそれを実現するシステムを指しま

す。リモートワークの普及により、個人が会社の端末を使用する機会が増

えました。紛失、盗難などのリスクに備えましょう。

1 -

情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-007 〇 情報セキュリティの３要素と７要素について 0:08:28 動画

本講座では、情報セキュリティの基本から、情報セキュリティの3要素と

7要素について、解説していきます。情報の機密性・完全性・可用性の維

持のためには必須の知識となります。情報セキュリティについてきちんと

学び、重要な情報の管理やより安全な運用を目指しましょう。

1 -

情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-008 〇 脅威と攻撃者の種類 0:05:40 動画

本講座では、ハッカー、クラッカーといった、インターネットに潜む脅威

に関する用語を解説していきます。特に日本では、インターネット攻撃に

関する知識の定着が浅く、用語レベルでも聞き覚えのないものが多いので

はないでしょうか。インターネット攻撃や驚異の種類について学び、対策

に活かしましょう。

1 -

情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-009 〇
５Gスマホで世界はどう変わる？中田氏 これからの未来につ

いて徹底解説【情報処理安全確保支援士】
0:07:08 動画

本講座では、昨今話題となっている５G（第5世代移動通信システム）に

ついての基礎知識を解説していきます。また、５Gの基礎知識だけでな

く、これまで一般的であった4GLTEについての流れから、５Gに変遷する

にあたって何が変わるのか、ということもご紹介していきます。

1 -
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情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-010 〇
【ビジネスのルールとマナー】匿名アカウントでSNSへ投

稿、これってNG？
0:08:42 動画

SNSが企業でも使われることが一般的になってきた昨今、その使用方法や

モラルについて、世間からの厳しい見方が目立つようになってきました。

本講座では、自分の会社での出来事を匿名アカウントでSNSに投稿する

ケースを例にとり、その危険性と、気を付けなければいけないポイントに

ついて解説していきます。

1 〇

情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-011 〇
【情報セキュリティ】たった一度のクリックで大切な情報が

盗まれる「スパムメール」にご用心
0:08:12 動画

企業でも個人でも、Webメールは一般的ツールとして誰しもが使うもので

す。しかし、そういったツールを不正に利用する動きについては対策を怠

らないようにしなければなりません。本講座では、会社や個人のPCに届

くスパムメールについての基礎知識と、その対策、見分け方などについて

解説していきます。

1 〇

情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-012 〇
情報通信ネットワークの概要【高校 情報１】プロトコル　無

線LAN　TCP/IP　情報セキュリティ　教員研修用教材
0:11:44 動画

本講座では、情報通信ネットワークの仕組みについて概要を説明していき

ます。「ネットワーク」「プロトコル」などよく聞く言葉ではあります

が、PCやインターネットを使う上で、ネットワークの示す意味や、それ

を動かしている通信技術について理解しておくことは必要です。しっかり

知識を身につけていきましょう。

1 -

情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-016 〇 2021年改訂_リスクマネジメントとは？（初級） 1:00:00 スコーム

企業・個人を問わず、リスクが発生した際に損失を最小限に抑えるため

の、意識・方法を認識しておく必要があります。本コースではリスクの概

念やリスクマネジメントの定義から、リスクマネジメントの方法、リスク

情報の共有、企業のリスクマネジメント（企業情報・顧客情報流出）につ

いて解説します。

1 〇

情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-017 〇 2021年改訂_リスクマネジメントとは？（中級） 1:00:00 スコーム

リスクマネジメントを展開していくために、リスクマネジメントの必要性

や基本方針、計画の立て方、リスク対策の実施とモニタリングといった知

識・手法や、情報漏洩・品質問題・事業継続計画・海外展開など、具体的

なリスクマネジメントについて解説します。適確なリスクマネジメントを

実施しましょう。

1 〇

情報セキュリティ 内部統制 INFO03-008 〇 内部統制講座 0:15:31 動画

内部統制は、社会的背景や会社法、JSOX法などの法的背景から、企業に

おいて重視されています。本講座では、内部統制を目的や背景から解説す

る他、ルール策定やリスク回避のポイントを具体的に見ていきます。

※本講座は2019年7月時点の情報を元に制作しています

1 -

情報セキュリティ 内部統制 INFO03-009 〇 2021年改訂_やさしい内部統制の基礎 1:00:00 スコーム

本コースでは内部統制について、意味や必要性、基本的要素、内部統制の

形態といった基本的なことから、内部統制の方法、内部統制の基本整備と

運用、内部統制機能、不正と誤謬、J-SOX法等といった具体的な運用や関

連法について解説します。内部統制を基礎から理解し、正しく業務を遂行

しましょう。

1 〇

情報セキュリティ 内部統制 INFO03-010 〇 2021年改訂_会社の監査がわかる講座 1:00:00 スコーム

本コースでは「監査とは？」ということから、監査対象・主体・根拠法令

の有無による分類、内部監査、監査役監査、監査役の概要、公認会計士監

査、監査法人等、会社の監査について解説します。会社が受ける監査の種

類や根拠法令について正しく理解し、監査に応じた適切な対応ができるよ

うになりましょう。

1 〇

情報セキュリティ 内部統制 INFO03-011 〇 2021年改訂_今さら聞けない！「内部統制とは？」 1:00:00 スコーム

「内部統制」とは業務を適切に進めるためにルールを設け、従業員がその

ルールに基づいて業務を行っていくプロセスであり、従業員全員の問題で

す。本コースでは内部統制の意義や会社法・金融商品取引法上の内部統制

と2つの法律上の内部統制の接点、内部統制実践のために必要なことを解

説します。

1 〇
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情報セキュリティ 内部統制 INFO03-012 〇
2021年改訂_あなたがやらねばならない内部統制のための知

識
1:00:00 スコーム

内部統制には活用できるメリットがたくさんあるものの、手続きの煩雑さ

ばかりに焦点が当てられています。本コースでは内部統制について、取締

役の義務、フローチャート式による職務の文書化、公益通報制度と内部統

制制度、各種違反の事例について解説します。内部統制の重要性を理解し

ましょう。

1 〇

情報セキュリティ 内部統制 INFO03-013 〇 2021年改訂_従業員のための内部統制入門 1:00:00 スコーム

「内部統制」という言葉がよく聞かれるようになりましたが、内部統制は

従業員一人ひとりに関わる問題です。本コースでは従業員にとっての内部

統制について、企業の存在目的や具体的なリスク、内部統制の目的、日本

における企業不祥事と規制、業務ごとに考えられる内部統制について解説

します。

1 〇

情報セキュリティ 内部統制 INFO03-014 〇 2021年改訂_内部告発制度の構築と対応を学ぶ 1:00:00 スコーム

内部告発を活かすと、企業収益を向上させ、持続的な企業の成長を図るこ

とができます。本コースでは内部告発対応の成功・失敗事例、内部通報制

度の構築、内部監査・モニタリングの概要とその重要性を解説します。外

部に通報される前に自浄作用によって不正行為等を取り除き、不祥事を防

ぎましょう。

1 〇

情報セキュリティ 内部統制 INFO03-015 〇 2021年改訂_内部統制における評価と報告を学ぶ 1:00:00 スコーム

内部統制システムは事業の効率性を確保する体制作りとコンプライアンス

体制を意味します。本コースでは上場企業にとっての内部統制の重要性、

リスク・アプローチ、損害賠償事例、内部統制のフレームワークなどを解

説します。内部統制システムを確立して正しく、効率的に儲けましょう。

1 〇

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-002 〇 企業コンプライアンス 1:30:00 スライド

法令順守は当たり前のことであり、「知らなかった」では済まされませ

ん。コンプライアンスの概要や違反したときの影響を学び、具体的にどの

ような場合にコンプライアンス違反になるのか、具体例もふまえて理解し

ましょう。コンプライアンス違反にならないために気を付けるべきポイン

トも解説します。

1 -

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-007 〇 リスク意識向上講座 0:18:43 動画

職場でよくある判断の必要なシーンについて、実演映像を用いて、「自分

ならばどのように判断するか」を自発的に考える意識を醸成します。個々

人で考えた内容から意見を抽出し、社内で共有することで、自発的に考え

ることを良しとする風土を具体的に実現する基盤を形成します。

5 -

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-008 〇 コンプライアンス講座 0:21:32 動画

コンプライアンスへの理解を深めることをとおして、コンプライアンス違

反を犯さないようにする状態を目指します。また企業の持続的な成長と中

長期的な企業価値の向上に向けた仕組みとして近年重要視されてきている

コーポレートガバナンスやESGについても学びます。

※本講座は2019年12月時点の情報を元に制作しています

1 -

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-009 〇 下請法 0:27:47 動画

下請法のポイント、対象となる取引、違反の回避について学ぶことによ

り、下請法に関する基礎知識を身に着けます。また事例を通して日常の行

為に潜む下請法違反の行為について説明します。?

※本講座は2018年1月時点の情報を元に制作しています

1 -

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-010 〇 景品表示法と商標法 0:27:46 動画

不当表示から消費者の利益を保護することを目的とする景品表示法と、業

務上の信用の維持を目的とする商品法に関する基礎知識について解説しま

す。事例を通して実務におけるポイントを学ぶことで理解を深めることが

できます。

※本講座は2018年2月時点の情報を元に制作しています

1 -

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-011 〇 事例に学ぶ！コンプライアンス 0:36:51 動画

「コンプライアンス」という言葉を耳にしたことがある人は多いのではな

いでしょうか。昨今、コンプライアンス違反や不祥事に関するニュースは

毎日のように目にします。本講座では、様々な事例を通じて「コンプライ

アンス」を正しく理解し、不祥事や不正が発生する背景を学びます。

5 -
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コンプライアンス コンプライアンス COMP01-012 〇
【管理職と不正会計】業績目標未達の危機！？もしも不正会

計に手を染めたら
0:08:56 動画

本講座では、職場で起こる「管理職の不正会計」のケースと必要な心構

え、対応をドラマ形式の教材によって短時間で解説していきます。想定さ

れるケースは、とある会社で業績達成が困難な状況に追い込まれたチーム

と、その新任マネージャーの対応についてです。管理職が理解しておくべ

き知識と心構えを学びましょう。

1 〇

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-013 〇
【営業パーソンと不正行為】「軽い気持ち」で懲戒解雇も？

本当に怖い従業員不正の話
0:09:44 動画

本講座では、ドラマ形式の教材によって、職場で起こる「営業パーソンの

不正行為」のケースと必要な心構え、対応を解説していきます。想定され

るケースは、とある会社での取引先との商談や外出の機会が多い営業パー

ソンを対象に、従業員不正の事例とペナルティを解説していますので、営

業マンの育成にご活用ください。

1 〇

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-014 〇
【コンプライアンスとは】誠実でなければ会社が危ない？新

しい時代のコンプライアンス
0:10:04 動画

本講座では、職場における「コンプライアンス」に必要な知識と心構え

を、ドラマ仕立ての動画教材で解説していきます。想定されるケースは、

ある企業でのコンプライアンス研修にて、企業の倫理的価値観による対応

に疑問を持った社員が、様々な不祥事事例をもとに企業コンプライアンス

の基本を学んでいきます。

1 〇

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-015 〇
【営業秘密】ライバル企業に転職した後輩が営業秘密を持ち

出した？
0:07:41 動画

本講座では、職場で起こる「営業秘密」のケースと必要な心構え、対応

を、ドラマ仕立ての動画教材によって解説していきます。想定されるケー

スは、退職した社員が、営業秘密を持ち出したのではないか、という疑惑

をめぐるトラブルです。社外秘はどの企業にもあるものですので、その取

扱いや重要性について学びましょう。

1 〇

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-016 〇 【契約の基本】なぜ契約書を結ばないといけないの？ 0:08:28 動画

本講座では、「契約」の基本について、ドラマ仕立ての動画教材によって

短時間で解説していきます。想定されるケースは、とある会社の法務部門

にて、契約書のずさんな管理が発覚し、またそれがきっかけで取引先への

連絡を巡った押し問答トラブルが発生した場面です。契約書の取り扱いに

ついて、もう一度確認しましょう。

1 〇

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-017 〇
【役員・経営幹部候補のコンプライアンス】頼れる上司が執

行役員に就任 いつか取締役になったら
0:16:50 動画

本講座では、役員・執行役員・経営幹部候補に必要な知識と心構えをドラ

マ形式の教材によって解説していきます。前半では、執行役員・経営幹部

候補に向けて、執行役員に期待される役割と法的位置づけ、後半は、「役

員」の会社法上の位置づけのほか、取締役の「善管注意義務」と「忠実義

務」を裁判例をもとに解説します。

1 〇

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-018 〇 2021年改訂_30分で学ぶコンプライアンス 0:30:00 スコーム

法令を無視するとどうなるのかということから、コンプライアンスの重要

性、従業員の活動に関係する法令とコンプライアンス、従業員が実践する

コンプライアンス経営などを解説します。コンプライアンスの重要性を正

しく理解し、日頃の業務の中でどのようなことに気を付けなればいけない

のか理解しましょう。

1 〇

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-019 〇 2021年改訂_Essentialコンプライアンス 1:00:00 スコーム

コンプライアンスの概要、何を遵守するのか、コンプライアンス経営をす

るために何をしなければならないのか、現代社会におけるコンプライアン

ス経営の重要性について解説します。「コンプライアンス」について正し

く理解し、コンプライアンス経営に必要なことを実践していきましょう。

1 〇

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-020 〇 2021年改訂_Advancedコンプライアンス 1:00:00 スコーム

コンプライアンス体制の構築に必要なことや監査体制の構築、コンプライ

アンス・マニュアル作成のポイントや段取り、周知徹底のポイント、コン

プライアンス経営実践状況の監査と改善措置について解説します。コンプ

ライアンス体制の構築に必要なポイントをより具体的に学びましょう。

1 〇

株式会社manebi 38



playse_コース一覧_2022年5月30日.xlsx

大分類 中分類 教材コード リリース コース名 学習時間 形式 内容 レッスン数テスト有

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-021 〇 2021年改訂_従業員のためのコンプライアンス 1:00:00 スコーム

本コースでは、「法令違反するとどうなるか」ということから、コンプラ

イアンスの概要、従業員の立場から守らなければならない会社法や知的財

産権、労働法などの法令の内容を解説し、具体的な対応を学びます。人事

担当者や管理者が新入社員をはじめとする入職者研修に使用するのに適し

ています。

1 〇

コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-001 〇 ５S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）の基礎と演習 2:20:51 動画

企業のモノづくりそのもの、そしてモノづくりの現場を作り込むには、改

善のための土壌づくりと企業の基礎体力の養成が必要であり、その要と

なる取り組みが「５Ｓ」です。本コースは、５Ｓ活動の位置づけ、５Ｓ

活動の手順・推進、５Ｓ活動の具体的方策を学び、実践に役立てること

を目的としています。

16 -

コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-002 〇 ５Sについて 0:40:00 スライド

5S運動とは、製造業の生産現場における工場改善の基本となる考え方で

あり、あらゆる管理の基本です。5S運動の徹底を見ると職場や工場の管

理水準がわかるとさえ言われます。5S運動の概要や5Sの考え方・進め方

について学び、安全で生産性・品質も高い理想の職場を目指しましょう。

1 -

コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-003 〇 安全衛生　現場スタッフ編 0:22:12 動画

現場スタッフには「安全第一」の心構えが求められます。工場など危険を

伴う作業に従事する方向けに、安全の本質や安全の基本姿勢、危険予知ト

レーニング（KYT）、ハインリッヒの法則、災害発生時の応急処置、5S

活動について解説します。事故やケガ無く働けるようになりましょう。

1 -

コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-004 〇 安全衛生　オフィススタッフ向け 0:21:42 動画

オフィススタッフであっても安全衛生教育が必要です。オフィススタッフ

向けに、オフィス環境に潜む注意点や危険予知トレーニング、職場でのス

トレスとストレス発散法、安全と事故の本質、３S活動について解説しま

す。安全とは何かについて考え、事故やケガ無く働けるようになりましょ

う。

1 -

コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-005 〇 安全衛生 0:30:00 スライド

作業を知らなかったり、逆に作業に慣れて心に油断が生まれると思わぬケ

ガをすることがあります。本コースでは事故無く安全に働くために、安全

衛生とは、実地教育を受ける際の注意事項、ケガ発生の原因、整理整頓、

点検整備の重要性、安全作業の心得、危険予知訓練等について解説しま

す。

1 -

コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-010 〇 現場における基本ルールと安心安全な職場環境づくり 0:42:24 動画

生産現場では労働安全・品質保証において必要不可欠な各種ルールが存在

します。過去に現場で決められているルールを守らずに労働災害が発生し

てしまった事例は枚挙に暇がありません。本コースでは、安心安全な職場

づくりのための、現場における基本ルールについて学習を進めていきま

す。

4 〇

コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-011 〇 職場の安全訓練 1:00:00 スライド

危険予知トレーニング（KYT）は、危険に対する感受性を鋭くするための

ものです。本コースでは危険予知トレーニングの手法やポイントを解説し

ます。職場に潜む危険に対して日頃から備えや準備をすることで、安全で

安心な職場環境をつくり、心身ともに健康な状態で仕事に取り組みましょ

う。

1 -

コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-012 〇 2021年改訂_職場の安全・衛生管理の基礎を学ぶ 1:00:00 スコーム

本コースでは、「職場における安全・衛生とは何か？」ということから、

安全衛生法と労働者、健康診断の種類や特徴、定期健康診断、業務に応じ

た健康診断、海外に派遣する労働者・帰国した労働者に対する健康診断、

健康診断の受診、健康診断の結果通知、面接指導について解説します。

1 〇
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コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-013 〇 2021年改訂_企業における労働災害とその対策とは？ 1:00:00 スコーム

本コースでは、「労働災害とは」ということから、労働災害発生後の対

応、労働災害のリスク、労働災害発生のメカニズム、安全管理と健康管理

について解説します。労働災害の発生を未然に防ぐためのポイントと、労

働災害が発生してしまったときに会社がすべき対応について理解しましょ

う。

1 〇

コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-014 〇 2021年改訂_企業における安全衛生管理体制の構築 1:00:00 スコーム

本コースでは、企業における安全衛生管理体制の構築について、衛生管理

者・安全管理者・産業医の選任、労働基準監督署への報告、作業主任者と

は、安全衛生委員会の設置、安全衛生管理体制の具体的運用について解説

します。安全衛生管理体制の構築のために必要なポイントを理解しましょ

う。

1 〇

コンプライアンス 安全衛生・５S COMP02-015 〇 2021年改訂_労働災害を防ぐ、安全管理体制の構築とは？ 1:00:00 スコーム

本コースでは、安全衛生法に規定する労働災害、労働災害防止に必要な安

全衛生管理体制、安全管理者や産業医等の安全衛生に関わる者、請負関係

における安全衛生管理体制について解説します。労働災害について関連法

令を含め正しく理解し、関係機関と連携して安全衛生管理体制を構築しま

しょう。

1 〇

食品衛生 基礎知識 FOOD01-001 〇 食中毒のはなし 0:03:15 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはなしシ

リーズです。本講座では特に、食中毒の原因や対策について説明していき

ます。食品に関わる企業はもちろん、社内での食中毒などといった危険に

対する対策を学ぶことができます。食品衛生の基本を身につけましょう。

1 -

食品衛生 基礎知識 FOOD01-002 〇 ノロウイルスのはなし 0:04:29 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはなしシ

リーズです。本講座では特に、ノロウイルスについての解説を行います。

食中毒を引き起こす原因として巷でよく耳にするノロウイルスですが、正

しく対策を取れば、感染の拡大を防ぐことができます。正しい知識を身に

着け、安全衛生に努めましょう。

2 -

食品衛生 基礎知識 FOOD01-003 〇 残留農薬のはなし 0:03:35 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはなしシ

リーズです。本講座では特に、農薬の種類や残留農薬について解説してい

きます。農薬やそれと同じ成分が使われているのは食品だけでなく、身の

回り日用品にも多くあります。身近な生活にも関わる農薬の知識を正しく

身につけましょう。

1 -

食品衛生 基礎知識 FOOD01-004 〇 食品衛生のはなし 0:03:44 動画

本講座は、食品衛生のお仕事に関わる人向けに食品衛生の基本が分かる、

ゆるく学べる食品衛生のはなしシリーズです。本講座では、講座の概要と

食品工場で働く人の身だしなみについて解説していきます。衛生管理を徹

底し業務に臨めるよう、しっかりと身だしなみの基本をおさえましょう。

2 -

食品衛生 基礎知識 FOOD01-005 〇 健康管理編 0:03:37 動画

本講座は、食品衛生のお仕事に関わる人向けに食品衛生の基本が分かる、

ゆるく学べる食品衛生のはなしシリーズです。本講座では、食中毒と毎日

の健康管理の関係について解説していきます。食中毒には、人が持つ微生

物が原因となることがあります。健康管理について理解し、安全に食品を

扱えるよう知識を身につけましょう。

1 -

食品衛生 HACCP FOOD02-001 〇 HACCPのはなし 0:03:50 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはなしシ

リーズです。本講座では特に、HACCPについて解説していきます。2021

年6月からは「HACCP完全義務化」が全ての食品関連事業者に求められま

す。今回は、そんな「HACCP（ハサップ）」をわかりやすく簡単にご紹

介します。

1 -
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製造 品質管理 PROD01-001 〇 品質管理の基本的な考え方　第1章 1:30:00 スライド

品質・原価・納期の管理は仕事の基本です。品質を良くするための「品質

管理」の考え方を基本から学びます。現場での5大任務（品質管理・原価

を下げる・納期を守る・安全を優先する・職場改善の意識をもつ）や品質

の定義、適合品・不適合品、品質のかたより・バラつきについて理解を深

めましょう。

1 -

製造 品質管理 PROD01-002 〇 品質管理の基本的な考え方　第2章 1:30:00 スライド

品質・原価・納期の管理は仕事の基本です。品質を良くするための「品質

管理」の考え方を基本から学びます。品質管理の定義、ばらつきの要因

（5M+1E）ごとのポイント、品質管理活動のポイント、PDCAサイクル

（PDCAサイクルの概要、回し方、ポイント）について、理解を深めま

しょう。

1 -

製造 品質管理 PROD01-003 〇 品質管理の基本的な考え方　第3章 0:30:00 スライド

品質・原価・納期の管理は仕事の基本です。品質を良くするための「品質

管理」の考え方を基本から学びます。このコースでは、品質管理の基本的

な考え方であるQCセンスの重要な５つのポイント（重点志向、品質第

一、顧客第一（マーケットイン）、再発防止、事実（データ）重視）につ

いて学習します。

1 -

製造 品質管理 PROD01-004 〇 品質管理の基本的な考え方　第4章 0:30:00 スライド

品質・原価・納期の管理は仕事の基本です。品質を良くするための「品質

管理」の考え方を基本から学びます。品質管理における問題解決の手順で

ある「QCストーリー」とPDCAサイクルの関係、問題解決に有用な手法

であるQC7つ道具の特徴と問題解決の手順毎に有効な道具について学習し

ます。

1 -

製造 品質管理 PROD01-005 〇 品質管理Ⅱ　第1章　QC7つ道具とは 0:20:00 スライド

ものづくり系企業で働く方を対象に、品質管理を実践していく上での具体

的な手法である「QC7つ道具」について学びます。問題解決の手順、QC

ストーリー、問題解決に有用な手法、QC7つ道具とその特徴について学

び、品質管理の手法とQC7つ道具について理解を深めましょう。

1 -

製造 品質管理 PROD01-006 〇 品質管理Ⅱ　第2章　グラフ 0:20:00 スライド

ものづくり系企業で働く方を対象に、品質管理を実践していく上での具体

的な手法であるQC7つ道具の内の「グラフ」について解説します。データ

をグラフにして可視化することのメリットやグラフの種類を学習し、伝え

たい情報に合わせて適切なグラフを選択、作成できるようになりましょ

う。

1 -

製造 品質管理 PROD01-007 〇 品質管理Ⅱ　第3章　ヒストグラフ 0:40:00 スライド

ものづくり系企業で働く方を対象に、品質管理を実践していく上での具体

的な手法であるQC7つ道具の内の「ヒストグラム」について解説します。

用語、分布の種類、分布と規格値について事例を交えて学び、得られた品

質データの分布を調べ、データのばらつきを把握できるようになりましょ

う。

1 -

製造 品質管理 PROD01-008 〇 品質管理Ⅱ　第4章　チェックシート 0:20:00 スライド

ものづくり系企業で働く方を対象に、品質管理を実践していく上での具体

的な手法であるQC7つ道具の内の「チェックシート」について解説しま

す。記録・調査用チェックシート、点検・確認用チェックシート、チェッ

クシート作成のポイントについて学び、データの記録・集計・整理をしま

しょう。

1 -

製造 品質管理 PROD01-009 〇 品質管理Ⅱ　第5章　パレート図 0:40:00 スライド

ものづくり系企業で働く方を対象に、品質管理を実践していく上での具体

的な手法であるQC7つ道具の内の「パレート図」について解説します。パ

レート図の概要、パレート図作成のコツ、パレート図の見方を学び、重要

な原因が何であるか、重点項目を判断できるようになりましょう。

1 -

製造 品質管理 PROD01-010 〇 品質管理Ⅱ　第6章　特性要因図 0:40:00 スライド

ものづくり系企業で働く方を対象に、品質管理を実践していく上での具体

的な手法であるQC7つ道具の内の「特性要因図」について解説します。特

性要因図の名称、特性要因図の作成手順、要因を大分類するときのポイン

トを学び、問題とその原因の関係を系統的に整理できるようになりましょ

う。

1 -
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製造 品質管理 PROD01-011 〇 品質管理Ⅱ　第7章　散布図 0:20:00 スライド

ものづくり系企業で働く方を対象に、品質管理を実践していく上での具体

的な手法であるQC7つ道具の内の「散布図」について解説します。散布図

の概要、散布図からわかること、散布図の見方、散布図作成の効果につい

て学び、２種類のデータの相関関係を調べられるようになりましょう。。

1 -

製造 品質管理 PROD01-012 〇 品質管理Ⅱ　第8章　管理図 1:00:00 スライド

ものづくり系企業で働く方を対象に、品質管理を実践していく上での具体

的な手法であるQC7つ道具の内の「管理図」について解説します。管理図

の目的、管理状態の判断方法、管理限界の計算方法、異常状態と判定する

ためのルールについて学び、工程が安定状態かどうか判断できるようにな

りましょう。

1 -

製造 品質管理 PROD01-013 〇 品質管理Ⅱ　第9章　層別 0:20:00 スライド

ものづくり系企業で働く方を対象に、品質管理を実践していく上での具体

的な手法であるQC7つ道具と組み合わせて使いたい考え方「層別」につい

て解説します。層別のやり方と効果について学び、品質管理における問題

は何か、特性値は何によって影響を受けているのかを判断できるようにな

りましょう。

1 -

製造 品質管理 PROD01-014 〇 製造業の基礎知識 1:00:00 スライド

これから製造業で働く方を対象に、製造業で働く上で知っておきたい基礎

知識を解説します。製造業の概要と動向・市場規模、製造物責任法と訴訟

事例、製造業における業務の要素（品質・原価・納期管理）、各部門の業

務について学び、自身の業務の役割や責任を意識して働けるようになりま

しょう。

1 -

製造 品質管理 PROD01-015 〇 生産管理（基礎） 0:20:00 スライド

製品の生産を合理的、効果的に行うためには生産管理が非常に重要です。

本コースでは、生産管理の目的と意味、生産計画の立て方、生産管理の分

類、在庫管理、生産管理担当者の役割について学びます。生産管理の基礎

知識を理解し、企業の戦略計画を踏まえた生産計画を考えられるようにな

りましょう。

1 -

製造 品質管理 PROD01-016 〇 品質とは 0:30:00 スライド

工場で作る製品は「お客様に安心して買ってもらえる製品」でなければな

りません。本コースでは品質の重要性、品質保証と品質管理、品質におけ

るムダの徹底排除について学びます。お客様にとっての品質と作り手に

とっての品質を理解し、顧客満足度を向上させるものづくりを目指しま

しょう。

1 -

製造 品質管理 PROD01-017 〇 品質管理 中級手法編(QC3級レベル) 2:30:00 スライド

製造業で働く人を対象に、品質管理を実践していく上で必要となる手法を

学びます。問題解決の手順、問題解決に有用な手法、QC7つ道具とその特

徴、基本統計量と工程能力指数、新QC7つ道具について学びます。品質管

理検定（QC検定）3級レベル相当の知識を身に着けましょう。

7 〇

製造 品質管理 PROD01-018 〇 品質管理 中級実践編(QC3級レベル） 1:10:00 スライド

製造業で働く人を対象に、品質管理を実践していく上で必要となる基本的

な考え方を学びます。現場での5大任務、品質の定義、品質特性、品質と

ばらつきの関係、品質管理活動のポイント、QCセンスの磨き方などにつ

いて学びます。品質管理検定（QC検定）3級レベル相当の知識を身に着け

ましょう。

3 〇

製造 品質管理 PROD01-019 〇 品質管理 初級(QC4級レベル) 1:30:00 スライド

製造業で働く人を対象に、品質管理に関する基礎的事項や用語の意味を学

びます。品質管理における「お客様」の定義、品質管理活動、改善活動、

維持活動、工程と検査、標準と標準化、事実（データ）に基づく判断な

ど、品質管理検定（QC検定）4級レベル相当の知識を身に着けましょう。

3 〇

製造 品質管理 PROD01-020 〇 品質管理と品質改善活動 1:50:28 動画

ものづくりにおいては、お客様のことを第一に考えた製品やサービスを提

供していくことが必要不可欠です。「品質管理と品質改善活動」では、品

質優先の考え方、自工程保証の考え方、品質改善と維持管理の考え方、プ

ロセス管理と源流管理、標準化の必要性等を学習することが出来ます。

8 〇
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製造 品質管理 PROD01-021 〇 実務で活用！QC7つ道具の使い方 1:59:40 動画

QC7つ道具は、品質改善を行なう際に非常に有効なツールです。基本とな

る手法を知っておくことにより、より的確な分析を行なうことができま

す。本コースでは、QC7つ道具とはということから各ツールの使い方等、

品質改善の実務においてQC7つ道具を活用するために必要な基礎知識につ

いて学習を行ないます。

8 〇

製造 品質管理 PROD01-022 〇 小集団活動（QCサークル活動）とQCストーリー 1:04:03 動画

品質管理水準の向上や品質改善活動を進めていく上では、全員参加の取り

組みが欠かせません。本コースでは、小集団活動・QCサークル活動の概

要、QCストーリーの各ステップ、QCサークル活動を成功させるためのポ

イントなど、小集団活動の１つであるQCサークル活動の概要を学習しま

す。

5 〇

製造 品質管理 PROD01-023 〇 現場における品質管理 0:29:54 動画

本講座では、QC（Quality Control）や、製造・物流の業務において不具

合が生じた時の問題解決手法として「QCストーリー」や「QC七つ道具の

知識」について学びます。品質管理体制の変遷や、QCに関する知識を身

につけましょう。（・品質管理のあゆみ　・問題解決のQCストーリー　

・QC七つ道具の知識）

1 〇

製造 品質管理 PROD01-024 〇 作業工程における進捗管理 0:29:59 動画

本講座では、製造・物流現場における工程全体の進捗管理や手法、そして

自らの進捗管理について学びます。進捗管理の目的は何かをしっかり理解

し、進捗管理の手法として、製造三角図、流動曲線図、ガントチャートな

どについて学びます。（・工程全体における進捗管理　・進捗管理の手法　

・自らの進捗管理）

1 〇

製造 ものづくり PROD02-001 〇 ものづくり基礎（作業管理） 0:30:00 スライド

製造業は売れるものを作る時代になっており、市場が要求する商品を安価

でタイミングよく生産して供給することが求められています。本コースで

は「ムダ」を排除するため「Just In Time」（JIT)の考え方、改善の手

順、動作経済の4原則、JITにおける7つのムダについて学びます。

1 -

製造 ものづくり PROD02-002 〇
即実践、誰でもわかる！ものづくり教育入門  初級　【もの

づくり編】
1:00:00 スライド

本コースでは初めて製造業で働く方を対象として、製造業における安全・

品質・コスト・生産性・納期・価値など、製造現場で働く上で必要な考え

方や実行するべき事柄を、日常生活での事例を踏まえながらわかりやすく

解説します。品質やコストを意識しつつ、安全に働けるようになりましょ

う。

8 〇

製造 ものづくり PROD02-003 〇
即実践、誰でもわかる！ものづくり教育入門  初級　【チー

ムワーク編】
1:00:00 スライド

ものづくりの現場は一人で完結するものではなく、チームワークが非常に

重要になります。本コースでは、ものづくり現場におけるチームワークの

考え方、グループとチームの違い、チームワークの重要性、チームワーク

に必要なことなど、ものづくり現場で必要なチームワークの知識を学習し

ます。

3 〇

製造 ものづくり PROD02-004 〇
即実践、誰でもわかる！ものづくり教育入門  初級　【改善

編】
1:00:00 スライド

ものづくり現場では業務改善の意識を常に持つことが求められます。もの

づくり現場における改善活動の定義、改善活動とその効果、改善活動への

取り組み方法（疑問点を探す、原因を考える、改善テーマの実行、効果検

証）について日常生活での事例も交えて学び、現場で即実践できるように

なりましょう。

4 〇

製造 ものづくり PROD02-006 〇
製造業の基礎知識～製造業で働くときに知っておきたいこと

～
1:00:00 スライド

製造業で働く方を対象に、製造業の役割、製造業における業務の流れ、工

場業務の流れ、付加価値、QCD（品質・原価・納期）管理、会社と工場

の仕組み、工場を支える各部門の役割、生産現場で重要となる活動につい

て学びます。製造業で働くときに知っておきたいポイントを理解しましょ

う。

1 〇

製造 ものづくり PROD02-007 〇 トヨタ生産方式基礎講座～初級編～ 1:29:49 動画

トヨタ生産方式は、今や生産活動の基本中の基本と言ってよい存在です。

本コースでは、トヨタ生産方式の２本柱である「ジャストインタイム」や

「自働化」をはじめ、平準化の考え方、かんばん、７つのムダ等の基本を

学習することができます。生産活動の基本を身に着け、業務の理解を深め

ましょう。

8 〇
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製造 ものづくり PROD02-008 〇 トヨタ生産方式基礎講座～中級編～ 1:17:28 動画

トヨタ生産方式基礎講座～中級編～では、今や生産活動の基本中の基本と

言ってよい存在であるトヨタ生産方式について解説しています。本コース

では、標準作業や、見かけの能率向上と真の能率向上、稼働率と可動率の

違い、後工程引取り生産の成立条件等の基本を学習することが出来ます。

8 〇

製造 ものづくり PROD02-009 〇 生産革新のための5Sの基礎講座 2:09:18 動画

生産革新においては、5S力は非常に重要な土台となります。5S活動の本

質は、社員の「考え方」や「行動の質」を変え、それによりモノ・設備・

業務進捗・情報などの管理レベルの基礎を向上させようとするものです。

それを今一度しっかりと認識することにポイントを置いた講義となってい

ます。

9 〇

製造 ものづくり PROD02-010 〇 改善活動の基礎講座～カイゼンの基本編～ 1:12:16 動画

改善活動では、カイゼンの基本、基礎知識を確実に理解した上で活動をす

ることで、より大きな成果を獲得することが可能です。本講座では、「問

題と課題」「QCD」「三現主義、５ゲン主義」「5W2H」「PDCAサイク

ル」等、ビジネスマンとしては当然知っていなければいけない考え方・知

識を確実に習得しましょう。

7 〇

製造 ものづくり PROD02-011 〇 リーダーが知っておくべき生産現場管理の基本 1:19:15 動画

リーダーは、現場で起きる様々な問題を解決し、ありたい姿へ近づくため

の課題にチャレンジする必要があります。そのためには、リーダーに求め

られる役割、生産・作業の基本を知っておかなければなりません。本コー

スでは、品質不具合による影響、１個流しの重要性、生産性向上のための

基本について解説します。

6 〇

製造 ものづくり PROD02-012 〇 設計の基本 0:12:38 動画

本講座では、製造業における設計の基本について解説していきます。設計

と聞いても、いまいちピンとこない方や、設計って聞いたことはあるけど

何をしているかわからない。そんな方に向けて、実際に業務ではどんなこ

とをしているかを分かりやすく解説していきます。

1 -

製造 ものづくり PROD02-013 〇 材料学 金属編 0:11:53 動画

本講座では、製造業における知識として、金属材料についての基礎を解説

していきます。日常の様々な場面で使われる金属は、製造業にとって欠か

せないものとなっています。金属の特性を聞かれてもなかなか答えられな

い、という方でも、一から学ぶことができますので、これから製造業にあ

たる方は是非ご活用ください。

1 -

製造 ものづくり PROD02-014 〇 材料学 樹脂編 0:09:54 動画

本講座では、身の回りの様々なものに材料として使われている、樹脂につ

いて解説していきます。身の回りにあふれている樹脂製品について、その

特徴やどんなものかを知っている人は多くはないのではないでしょうか。

この講座では、これから製造業にあたる人でも基礎から樹脂について知る

ことができます。

1 -

製造 ものづくり PROD02-015 〇 2021年度改訂_生産管理の柱、生産計画と生産統制を知る 1:00:00 スコーム

管理者・リーダーになると企業の状態を正しく把握することが求められま

す。本コースでは管理者・リーダーになる方を対象に、経営分析の代表的

な4つの指標である収益性分析・生産性分析・成長性分析・安全性分析に

ついて解説します。代表的な指標を理解して、有用な情報を手に入れま

しょう。

1 〇

製造 制度（製造） PROD03-010 〇 2021年改訂_Essential 製造物責任法 1:00:00 スコーム

担当者レベルの方を対象に製造物責任について、製造物責任法（PL法）

の概要、PL法における当事者、PL法の対象、PL法の責任など、製造物に

対する責任、当事者になってしまった場合など体系的に解説します。製造

物に対する責任を認識して、責任をもって業務にあたりましょう。

1 〇

製造 制度（製造） PROD03-011 〇 2021年改訂_Advanced 製造物責任法 1:00:00 スコーム

本コースでは主に管理者レベルの方を対象に、製造物責任法の概要や製造

物責任対策の重要性、映像物責任法対策の実務、PL事故（訴訟）への対

応など製造物責任について体系的に学びます。製造物責任法についてより

具体的に学び、製造物責任対策に必要な視点や手法を身に着けましょう。

1 〇
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製造 制度（製造） PROD03-013 〇 2021年改訂_製造業におけるコンプライアンス 1:00:00 スコーム

製造現場におけるコンプライアンスのとらえ方や、製造物責任法における

「製造物」・「欠陥」の定義、欠陥の判断基準、内部告発や内部監査につ

いて解説します。製品に対する製造業者の責任や関連法、不正を防止する

仕組みについて正しく理解し、コンプライアンスを意識して業務に取り組

みましょう。

1 〇

製造 制度（製造） PROD03-014 〇 2021年度改訂_入門・食品安全基本法 1:00:00 スコーム

本コースでは、食品安全基本法について、その理念や食品安全基本法にお

ける「食品」や「食品関連事業者」の定義、食品関連事業者が負う責務な

ど、網羅的に学習します。食品関連事業者としてしてはいけないこととし

なければならないことを正しく理解し、安全な食品を提供しましょう。

1 〇

製造 基礎知識 PROD04-001 〇 現場スタッフの心構えと役割・スキル 0:29:32 動画

「サプライチェーン」（計画、調達、製造、出荷、配送、販売）のプロセ

スごとに、現場スタッフの役割を学びます。また、現場スタッフとして生

産性を向上させる上で求められる一般的なスキルや心構えについてご紹介

いたします。（・現場スタッフの役割　・現場スタッフに求められるスキ

ル　・現場スタッフの心構え）

1 〇

製造 基礎知識 PROD04-002 〇 生産管理の基本 0:29:57 動画

本講座では、生産管理（品質・在庫・工程・出荷・配送）の概要について

学びます。また、３Sや５W３Hなど、生産性向上に役立つ知識や、「か

んばん方式」の手法について学びます。（・生産管理の概要と目的　・生

産性向上のための基礎知識　・かんばん方式に学ぶ生産管理）

1 〇

製造 基礎知識 PROD04-003 〇 業務改善の必要性 0:29:47 動画

本講座では、業務改善のけるキーワード「ムダ・ムラ・ムリ」」と「業務

の見える化」について学びます。またトヨタ生産方式の二本柱「ジャス

ト・イン・タイム」「自働化」についても学びます。（・業務改善の考え

方　・目的の重要性と背景の深掘り　・現場におけるカイゼン）

1 〇

製造 基礎知識 PROD04-004 〇 現場での異常発見とその対応 0:29:57 動画

本講座では、「異常」について正しく理解するために、正常と異常の違い

について学びます。また、異常を発見したときの対応をステップごとに理

解を深めます。現場において致命的なエラーの原因となる異常を早期に発

見できるようにしましょう。（・異常の発見　・異常への対応　・ハイン

リッヒの法則）

1 〇

製造 基礎知識 PROD04-005 〇 職場における業務連携 0:29:13 動画

本講座では、製造・物流業務において、周囲と円滑に業務を行うための人

的ネットワーク構築の仕方や、業務連携の知識について学びます。より効

率的かつ安全に製造・物流過程を運ぶために、業務連携について考えま

しょう。（・業務連携の必要性と基本　・業務連携のための知識とスキル　

・人的ネットワーク構築の心構え）

1 〇

製造 基礎知識 PROD04-006 〇 課題解決の視点 0:29:44 動画

本講座では、物流・製造業の職場での問題・課題の把握や整理、解決に向

けた計画立案の手法について学びます。どの業務にも問題や課題はつきも

のですが、製造・物流業ならではの課題解決のステップや、新QC七つ道

具の七気を身につけましょう。（・課題解決のステップ　・新ＱＣ七つ道

具の知識）

1 〇

製造 基礎知識 PROD04-007 〇 安全衛生管理の推進 0:29:39 動画

本講座では、製造・物流の現場で起こりうる危険な事故を防ぐために、安

全衛生管理の決まりや仕組み、労働災害を防ぐための心得などについて学

びます。重大な事故を防ぐために、安全衛生管理について考えましょう。

（・安全衛生のための決まりや仕組み　・労働災害を防ぐための心得　・

重大事故を基に考える安全衛生管理）

1 〇

製造 基礎知識 PROD04-008 〇 現場リーダーの心構えと役割・スキル 0:28:10 動画

本講座では、製造・物流業界において求められる現場リーダーの役割・心

構え、スキルについて学びます。また、時代と共に変遷している「リー

ダーシップ」についても理解を深めます。現場をまとめ上げるリーダーを

目指しましょう。（・現場リーダーの役割　・現場リーダーの心構え　・

現場リーダーに求められるスキル）

1 〇
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物流・運送 物流 LOGI01-001 〇 ロジスティックス　基礎研修 2:00:00 スライド

物流業界で働く方を対象に、物流業界の基礎知識をわかりやすく解説しま

す。物流とは何か、物流業界の仕組み、物流企業の組織と仕事、物流業界

の法律と規則、物流マテハン、物流のトレンド、物流用語、物損・疾病対

策、労働人口、生産性について学び、物流業界の理解を深めましょう。

1 -

物流・運送 物流 LOGI01-003 〇 フォークリフト運転技能講習　力学編 4:00:00 スライド

フォークリフト運転技能講習で学ぶフォークリフトの力学について学習し

ます。力の三要素、質量と比重、重心と安定、運動と速度、加速度、摩擦

力等の知識や、フォークリフトの安定度、定格荷重、許容荷重について理

解して、フォークリフトの資格取得や運転技能の更なる向上を目指しま

しょう。

1 -

物流・運送 物流 LOGI01-004 〇 フォークリフト運転技能講習　走行編 3:00:00 スライド

フォークリフト運転技能講習で学ぶフォークリフトの走行について学習し

ます。フォークリフトの各部の名称やフォークリフトの分類、動力伝達、

走行装置、フォークリフトの車体バランス、公道の走行について理解し

て、フォークリフトの資格取得や運転技能の更なる向上を目指しましょ

う。

1 -

物流・運送 物流 LOGI01-005 〇 フォークリフト運転技能講習　荷役編 4:00:00 スライド

フォークリフト運転技能講習で学ぶフォークリフトの荷役について学習し

ます。フォークリフトの定義や用途と特徴、用語、許容荷重、パレットの

積み付けパターン、昇降装置の構造、荷役操作時の心得について理解し

て、フォークリフトの資格取得や運転技能の更なる向上を目指しましょ

う。

1 -

物流・運送 物流 LOGI01-009 〇 フォークリフト　Safetydrive 1:00:00 スライド

フォークリフトは物の運搬に便利ですが、安全面では様々な問題を抱えて

います。本コースではフォークリフトによる災害とその起因、事故事例を

学びます。発生の多い事故種別や事故事例を学ぶことで、作業場面ごとに

注意すべきポイントを理解して、安全に、効率よく仕事をしましょう。

1 -

物流・運送 物流 LOGI01-010 〇 物流・軽作業で国家資格にチャレンジ 1:00:00 スライド

資格を取得することによって、業務の幅が広がる、報酬が上がる、自分の

能力を客観的にアピールできる等、たくさんのメリットがあります。本

コースでは物流業界で役立つ資格、管理職にステップアップするための資

格について学びます。自分に必要な資格を取得して、キャリアアップを目

指しましょう。

1 -

物流・運送 物流 LOGI01-011 〇 フルフィルメント教育プログラム　初級 4:00:00 スライド

フルフィルメントで初めて業務を行う方を対象に、フルフィルメントで働

くための「安全」「品質」「コスト」「生産性」「納期」「価値」の観点

から心得を学びます。各心得を日常生活を事例に、仕事に必要な考え方と

比較してわかりやすく解説します。フルフィルメントに必要な考え方を身

に着けましょう。

5 〇

物流・運送 物流 LOGI01-012 〇 職場（現場）で必要なチームワーク 3:00:00 スライド

物流現場で仕事をする上で、チームワークは必要不可欠です。本コースで

は物流現場で働く上で必要なチームワークの知識を身に付けます。チーム

ワークの考え方、チームワークの重要性、チームワークに必要なことを学

び、メンバー同士で強みや弱みを補完し合いながら業務に取り組めるよう

になりましょう。

2 〇

物流・運送 物流 LOGI01-013 〇 物流戦士の戦い！(マテハン) 2:00:00 スライド

物流業界では商品の保管・仕分け・検品等の作業に様々な道具・機器が使

用されています。本コースでは物流業界で使われるマテハンについて、ど

のような場面でどのようなツールが使用されているのか、作業のポイント

を学びます。様々な場面で適切なツールを選択して、効率よく業務をこな

しましょう。

1 -
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物流・運送 物流 LOGI01-014 〇 物流戦士の戦い！(フォークリフトライディング) 1:00:00 スライド

フォークリフトの資格を所有していると業務の幅が広がるだけでなく、報

酬もアップします。本コースではフォークリフトで安全に作業するための

ポイントをピクトグラムで学びます。各操作時のポイントと想定されるリ

スクを学ぶことで、安全に作業して信頼されるフォークライダーを目指し

ましょう。

1 -

物流・運送 物流 LOGI01-015 〇 物流戦士の戦い！（物流用語） 2:00:00 スライド

物流業界においては様々な専門用語が飛び交います。本コースでは社会に

おける物流の重要性、倉庫・マテハン・オペレーション・作業工程名称・

国際物流・作業管理・輸配送に関する用語を学びます。物流業界の基礎知

識を理解し、現場での指示に対して適切に対応できるようになりましょ

う。

1 -

物流・運送 物流 LOGI01-016 〇 2021年改訂_物流センター業務を知る 1:00:00 スコーム

物流網の要となる物流センターについて、どのような目的で、どのように

作られ、どのような業務が行われているのかを学びましょう。物流セン

ターの概要、入荷、入庫・在庫・出庫、仕分・出荷、情報管理、各業務の

関連や情報システムの重要性を学び、物流センターを体系的に理解しま

しょう。

1 〇

物流・運送 ドライバー LOGI02-014 〇 物流戦士の戦い！ドライバーへの道１ 1:00:00 スライド

日本経済を支える物流基盤として、また緊急時のライフラインとして社会

的に重要な役割を果たすトラックドライバーに必要な知識を学びましょ

う。パート１ではトラックドライバーの社会的重要性、トラックドライ

バーの心構え、法律で禁止されている行為、資格とキャリアアップについ

て学びます。

1 -

物流・運送 ドライバー LOGI02-015 〇 物流戦士の戦い！ドライバーへの道２ 1:00:00 スライド

日本経済を支える物流基盤として、また緊急時のライフラインとして社会

的に重要な役割を果たすトラックドライバーに必要な知識を学びましょ

う。パート2では交差点での注意点、豪雨でのポイント、高速道路走行、

踏切、カーブ、過積載等場面毎の注意点・ポイントと関連法について学び

ます。

1 -

物流・運送 ドライバー LOGI02-016 〇 物流戦士の戦い！ドライバーへの道３ 1:00:00 スライド

日本経済を支える物流基盤として、また緊急時のライフラインとして社会

的に重要な役割を果たすトラックドライバーに必要な知識を学びましょ

う。パート3では業務を遂行する上で日頃から実施すべきチェックポイン

トについて学びます。チェックポイントを把握して安全に業務を遂行しま

しょう。

1 -

物流・運送 ドライバー LOGI02-017 〇 物流戦士の戦い！ドライバーへの道４ 1:00:00 スライド

日本経済を支える物流基盤として、また緊急時のライフラインとして社会

的に重要な役割を果たすトラックドライバーに必要な知識を学びましょ

う。パート4ではエコドライブの概要、エコドライブの5つのポイント、

危険予知トレーニングの実施方法、危険予測のポイントについて学びま

す。

1 -

物流・運送 ドライバー LOGI02-018 〇
物流戦士の戦い！トラックドライバー編～業界・業態・法規

～
2:00:00 スライド

トラック業界には慣習などから用いられた専門用語も多く、聞き慣れない

言葉が使われています。本コースではトラック業界の専門用語の中でも業

界・業態・法規に関連したよく使われる言葉とその意味を解説します。

「ミルクラン」、「傭車」といった専門用語を理解し、スキルを磨きま

しょう。

1 -

物流・運送 ドライバー LOGI02-019 〇
物流戦士の戦い！トラックドライバー編～業務・機器・車体

編～
2:00:00 スライド

トラック業界には慣習などから用いられた専門用語も多く、聞き慣れない

言葉が使われています。本コースでは、輸送・積み荷に関わること、車両

の特性・特徴に関わること等、業務・機器・車体に関連する用語を学びま

す。「実車率」「パレタイズ」といった専門用語を理解し、スキルを磨き

ましょう。

1 -
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販売 販売 SHOP01-001 〇 デモ販売　基礎編 2:00:00 スライド

デモ販売は多くのお客様に商品の素晴らしさや使い勝手を知っていただい

て購入してもらうことを目的としています。デモ販売スタッフの役割と心

構え、面接の際の身だしなみと注意ポイント、敬語の使い分けについて学

び、デモ販売スタッフとしての心構えや社会人としてのマナーを身に着け

ましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-002 〇 デモ販売　業務編 1:00:00 スライド

デモ販売スタッフとして業務に取り組む際に事前に確認しておくべきポイ

ント（5W2Hの確認事項）、入店してから業務開始までの準備内容、勤務

中の心得、勤務終了時にすべきことについて学びます。業務開始前から業

務終了後までの流れを学び、現場での仕事のイメージを深めましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-003 〇 デモ販売　スキル編 1:00:00 スライド

デモ販売スタッフに必要な知識・スキルを学びます。お客様の購買心理

（AIDMAの法則）、お客様の購買心理に合わせた販売方法のポイント

（効果的に商品・サービスの価値を伝える話法、クロージング）について

解説します。お客様の購買心理を理解し、心理に合わせて行動できるよう

になりましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-004 〇 販売　基礎編 2:00:00 スライド

お客様が店舗にいらっしゃるのは、わからないことや使い勝手を販売ス

タッフに聞いて納得して購入したいからです。販売スタッフの役割と心構

え、面接の際の身だしなみと注意ポイント、敬語の使い分けについて学

び、販売スタッフとしての心構えや社会人としてのマナーを身に着けま

しょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-005 〇 販売　業務編 1:00:00 スライド

販売スタッフとして業務に取り組む際に事前に確認しておくべきポイント

（5W2Hの確認事項）、入店してから業務開始までの準備内容、勤務中の

心得、勤務終了時にすべきことについて学びます。業務開始前から業務終

了後までの流れを学び、現場での仕事のイメージを深めましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-006 〇 販売　スキル編 2:00:00 スライド

販売スタッフに必要な知識・スキルを学びます。お客様の購買心理

（AIDMAの法則）、お客様の購買心理に合わせた販売方法のポイント

（アプローチのポイント、ニーズの引き出し方）について解説します。お

客様の購買心理を理解し、心理に合わせて行動できるようになりましょ

う。

1 -

販売 販売 SHOP01-007 〇
販売員おもてなしマインド50のポイント 【第1章　歓迎す

る】
0:08:15 動画

小売業やサービス業の研修を実施した経験からオモテナシズムが発見した

売れる販売員が心がけている50のポイント。これから販売職に就く方、

売上を上げたい、お客様の心を掴みたいという方必見。お客様をお迎えす

る際のポイントについて、楽しい動画で悪い例と良い例を比較しながら学

習します。

6 -

販売 販売 SHOP01-008 〇
販売員おもてなしマインド50のポイント　【第2章　目的を

理解する】
0:05:32 動画

小売業やサービス業の研修を実施した経験からオモテナシズムが発見した

売れる販売員が心がけている50のポイント。これから販売職に就く方、

売上を上げたい、お客様の心を掴みたいという方必見。お客様の隠れた目

的を理解するポイントについて、楽しい動画で悪い例と良い例を比較しな

がら学習します。

4 -

販売 販売 SHOP01-009 〇
販売員おもてなしマインド50のポイント　【第3章　夢を売

る】
0:05:39 動画

小売業やサービス業の研修を実施した経験からオモテナシズムが発見した

売れる販売員が心がけている50のポイント。これから販売職に就く方、

売上を上げたい、お客様の心を掴みたいという方必見。お客様にとっての

メリットを伝えるポイントについて、楽しい動画で悪い例と良い例を比較

しながら学習します。

4 -
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販売 販売 SHOP01-010 〇
販売員おもてなしマインド50のポイント　【第4章　安心感

を与える】
0:04:25 動画

小売業やサービス業の研修を実施した経験からオモテナシズムが発見した

売れる販売員が心がけている50のポイント。これから販売職に就く方、

売上を上げたい、お客様の心を掴みたいという方必見。お客様が納得し安

心して購入するためのポイントについて、楽しい動画で悪い例と良い例を

比較しながら学習します。

3 -

販売 販売 SHOP01-011 〇
販売員おもてなしマインド50のポイント　【第5章　次につ

なげる】
0:04:00 動画

小売業やサービス業の研修を実施した経験からオモテナシズムが発見した

売れる販売員が心がけている50のポイント。これから販売職に就く方、

売上を上げたい、お客様の心を掴みたいという方必見。お客様にまたお越

しいただくためのポイントについて、楽しい動画で悪い例と良い例を比較

しながら学習します。

3 -

販売 販売 SHOP01-012 〇 デモ販売　基礎編（テスト有り） 2:00:00 スライド

デモ販売は多くのお客様に商品の素晴らしさや使い勝手を知っていただい

て購入してもらうことを目的としています。デモ販売スタッフの役割と心

構え、面接の際の身だしなみと注意ポイント、敬語の使い分けについて学

び、デモ販売スタッフとしての心構えや社会人としてのマナーを身に着け

ましょう。

1 〇

販売 販売 SHOP01-013 〇 デモ販売　スキル編（テスト有り） 1:00:00 スライド

デモ販売スタッフに必要な知識・スキルを学びます。お客様の購買心理

（AIDMAの法則）、お客様の購買心理に合わせた販売方法のポイント

（効果的に商品・サービスの価値を伝える話法、クロージング）について

解説します。お客様の購買心理を理解し、心理に合わせて行動できるよう

になりましょう。

1 〇

販売 販売 SHOP01-014 〇 販売　基礎編（テスト有り） 2:00:00 スライド

お客様が店舗にいらっしゃるのは、わからないことや使い勝手を販売ス

タッフに聞いて納得して購入したいからです。販売スタッフの役割と心構

え、面接の際の身だしなみと注意ポイント、敬語の使い分けについて学

び、販売スタッフとしての心構えや社会人としてのマナーを身に着けま

しょう。

1 〇

販売 販売 SHOP01-015 〇 販売　スキル編（テスト有り） 2:00:00 スライド

販売スタッフに必要な知識・スキルを学びます。お客様の購買心理

（AIDMAの法則）、お客様の購買心理に合わせた販売方法のポイント

（アプローチのポイント、ニーズの引き出し方）について解説します。お

客様の購買心理を理解し、心理に合わせて行動できるようになりましょ

う。

1 〇

販売 販売 SHOP01-016 〇 接客スキル＜マインド編＞ 0:34:07 動画

お客様はひとりひとり思いや状況が違います。「いつも・誰にでも同じ接

客」では、お客様にご満足いただくことはできません。多種多様なご要望

にお応えするための考え方、心構え、サービス従事者としての接遇・ホス

ピタリティの有り方を学びます。好感度の高いお客様応対をするための基

本を確認しましょう。

5 -

販売 販売 SHOP01-017 〇 接客スキル＜実務編＞ 0:36:15 動画

接客応対の際、表情や丁寧な動作に気を配り、お客様をお迎えする雰囲気

作りをしていますか。サービス従事者として必ず身に付けておかなければ

ならない表情や動作、言葉遣い、聴き方。当たり前のことではあります

が、改めて意識し、気を引き締めて実践することで、ワンランク上のサー

ビスを目指しましょう。

5 -

販売 販売 SHOP01-019 〇
【ビジネスマナー1.1】生きる上で自分を助ける「常識」と

は！？～ビジネスマナーの重要性～
0:01:19 動画

本講座では、顧客を引き付ける接客者になるための方法について、基本的

なポイントから解説していきます。今回は特に、返事、目線、あいさつ、

話の聞き方、質問の仕方など、初歩的である者の大事なポイントについ

て、注意喚起を行います。ベテランであっても忘れがちなことですので、

気を付けていきましょう。

1 -
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販売 販売 SHOP01-020 〇
【ビジネスマナー1.2】この意識が欠けていたら社会人失

格！？～社会人に必要な意識～
0:04:29 動画

本講座では、社会人に必要な7つの意識について、基本的なポイントを解

説していきます。7つの意識とは、顧客、納期、協調・協力、目標、改

善、コスト、コンプライアンスです。新社会人はもとより、ある程度の年

次を重ねた社会人にとっても大切なことですので、学び直しにもご活用く

ださい。

1 -

販売 販売 SHOP01-021 〇
【ビジネスマナー1.3】「これだから若い奴は」とは言わせな

い！～社会人のマナーの常識～
0:03:03 動画

本講座では、人罪、人材、人財と呼ばれる3つの分類について、どのよう

な人がそれにあたるのか、マナーや心構えの面から考えていきます。自分

が3つのうちのどれにあたるのか、人財となるためにはどのようなことに

気を付ければよいのか、今一度考えなおすためにぜひご活用ください。

1 -

販売 販売 SHOP01-022 〇
【接客スキル1.6】ファンにさせる７ステップ～認知・興味・

行動・比較・購買・利用・愛情～
0:04:37 動画

本講座では、顧客をファンにさせるための7ステップについて解説してい

きます。顧客をファンに指せる7ステップとは、認知、興味、行動、比

較、購買、利用、愛情の段階です。これらの要素を上手に刺激して、顧客

を、ただのお客さまではなくファンに変える方法について学ぶことができ

ます。

1 -

販売 販売 SHOP01-023 〇 【接客スキル1.5】日本人が望むサービス～６つのポイント～ 0:04:46 動画

本講座では、日本人が望むサービスとはどんなものか、6つの特徴を上げ

ながら解説していきます。日本人は特に、親切丁寧、要望への対応、言葉

遣いや礼儀、笑顔、商品知識、待たされないこと、といったことを接客者

に期待します。本講座にて、どのようなサービスが求められているのか学

びましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-024 〇
【接客スキル1.4】迷っている時の決め台詞～理想の接客者の

行動＜２＞～
0:04:36 動画

本講座では、理想の接客者とはどんなものか、そんな接客者になるための

ポイントについて解説していきます。特に、迷っているときの決め台詞、

アフターフォローの仕方、お客様の名前を覚えること、仕事へのモチベー

ション、商品への愛着といった、心構えやコツといった部分に焦点を当て

ていきます。

1 -

販売 販売 SHOP01-025 〇
【接客スキル1.7】歓迎していますよの愛サイン～目配りが伝

えるメッセージ～
0:02:31 動画

本講座では、接客業において、どのようなことに気を付ければよいのかを

解説していきます。特に今回は、アイコンタクトの重要性と、アイコンタ

クトがどのような効果や意味を持っているのかを解説していきます。アイ

コンタクトやアイサインは、相手への関心や心配りを表します。効果的な

アイコンタクトを身につけましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-026 〇
【接客スキル1.8】選ばれる店と選ばれない店「いらっしゃい

ませ」の意味～空気が変わる！活気が出る！～
0:05:26 動画

本講座では、店舗での接客における「いらっしゃいませ」の意味と、言い

方の注意点やどのような言い方が望ましいかを解説していきます。いらっ

しゃいませ、という言葉は、店舗での接客では当たり前の挨拶ですが、言

い方や気持ちの込め方には注意が必要です。一言で相手の満足度を上げる

「いらっしゃいませ」を身につけましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-027 〇
【接客スキル1.9】目の輝きと口元のサイン～接客者の「表

情」が劇的アップ！～
0:04:42 動画

本講座では、接客者の表情について、目の輝きや口元の演出、心構え、笑

顔の重要性などを解説していきます。接客とは、人とかかわることがメイ

ンとなり、言葉以外でのコミュニケーションも非常に重要となってきま

す。本講座にて、事務的な対応などとは違う視点で接客の質を上げていき

ましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-028 〇
【接客スキル1.10】お店の活気をあげるコツ～従業員のモチ

ベーションも上がる！～
0:04:19 動画

本講座では、接客での笑顔に重要性と、効果について学ぶことができま

す。笑顔がもたらす7つの効果は、お客さまが安心する、お客さまも笑顔

になる、お店に活気が出る、商品がもっと魅力的に見える、他店の差別化

が図れる、万引き防止が期待できる、自分も楽しい気持ちになる、などで

す。魅力的な笑顔を身につけましょう。

1 -
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販売 販売 SHOP01-029 〇 【接客スキル2.1】お客様に似せていく 0:03:06 動画

本講座では、基本的な接客スキルに加えて、一人ひとりのお客様に合った

接客者になるためのポイントについて解説していきます。一般的にストレ

スを感じないのは自分と似ている人と言われているため、意図的に「お客

様に似せていく」ことが必要となります。似たところを真似する、お客様

のタイミングに合わせて接客するなどのポイントを学んでいきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-030 〇 【接客スキル2.2】されたら嬉しいこと 0:04:41 動画

本講座では、お客様がされたら嬉しいことについて解説していきます。入

店を歓迎する目線や笑顔はもちろん、お客様の様子をしっかり観察し、タ

イミングよくお客様に合ったアプローチをしていくことが大切です。来店

～お見送りまで心を込めて対応することが「買ってよかった」と思っても

らえる接客のポイントです。

1 -

販売 販売 SHOP01-031 〇 【接客スキル2.3】されたら嫌なこと 0:05:22 動画

本講座では、されたら嫌だと思われる接客について事例をもとに解説して

いきます。入退店時の声掛けや視線だけでなく、お客様を不快にさせる行

動は意外とたくさんあります。

よりよい接客のための努力は大切ですが、不快にさせる行動について知っ

ておくことも大切です。改めて接客マナーを見直し、お客様視点を忘れず

に接客していきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-032 〇 【接客スキル2.4】売れるスタッフ 0:04:17 動画

本講座では、「売れるスタッフ」とはどのような人かということについて

解説していきます。商品知識・専門知識をつけるなどの努力をする必要は

ありますが、今回は売れるスタッフに最も大切なことを考えていきます。

自分の状況を見つめ直し、売れるスタッフへの道を進んでいきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-033 〇 【接客スキル2.5】１番になる！！ 0:04:41 動画

本講座では、販売接客に関するスキルのうち、いずれかの分野で一番にな

る方法や、考え方についてご紹介していきます。販売接客の業務におい

て、売り上げや顧客数といった数字の部分はどうしても無視できない指標

となります。いずれかの分野でもトップを目指すことは、スキル自体の底

上げに非常に役立ちます。

1 -

販売 販売 SHOP01-034 〇 【接客スキル2.6】売り上げが上がらない原因① 0:03:54 動画

本講座では、販売接客スキルの中でも特に、雑貨や洋服店などにおいて、

売り上げがあげられない原因について解説していきます。良かれと思って

も、入店直後の声掛けや売り込み、お客様への態度や付きまといなど、客

が遠のく対応をしてしまっていませんか？　本講座にて、どのような接客

が顧客を遠ざけるのか学びましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-035 〇 【接客スキル2.7】売り上げが上がらない原因② 0:05:02 動画

本講座では、販売接客スキルの中でも特に、飲食店で客足を遠ざける態度

や注意点について、解説していきます。お客様の入店時の態度や、いらっ

しゃいませ、といった声かけの態度、子どもへの対応やお客様の前での態

度など、売り上げを上げる以前に、客足を遠ざけない接客の仕方の基礎と

コツを学びましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-036 〇 【接客スキル2.8】お客様を引きよせる人 0:03:29 動画

本講座では、どのような人がお客様を引き寄せるのかということについて

解説していきます。人や自分の働くお店、商品が好きというという想い

や、目の前のお客様を知りたいという気持ちは、相手（お客様）に伝わり

ます。そういう人からお客様は商品を買いたいと思うものです。「好き」

になることから始めてみましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-037 〇 【接客スキル2.9】価値のある情報 0:05:06 動画

本講座では、お客様にとって価値のある情報は何かを解説していきます。

大きくは、①知りたい情報、②興味を持っていただける情報、③リアルな

感想の3つですが、どのような内容なのかを具体的に考えていきます。お

客様の心をつかむためにも、価値ある情報を発信していきましょう。

1 -
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販売 販売 SHOP01-038 〇 【接客スキル2.10】接客の第一歩は観察. 0:03:21 動画

本講座では、接客の第一歩となる「観察」のポイントについて解説してい

きます。初見のお客様と信頼関係を築くことは難しそうと思われますが、

大切なことはお客様に与える販売員の第一印象です。買い物に来るお客様

の心理を理解し、第一印象から信頼関係を築く意識をしていきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-039 〇 【接客スキル3.1】お客様のココを見て！絶対販売売上アップ 0:03:40 動画

本講座では、お客様の観察ポイントについて具体的に解説していきます。

お客様が来店された際の行動を観察することにより、お客様の興味のある

商品や嗜好に気づくことができます。お客様の観察ポイントをおさえ、売

り上げアップにつながる接客スキルを身につけましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-040 〇
【接客スキル3.2】空気が作れる接客者がやっぱり１番売れ

る！
0:04:13 動画

本講座では、接客において守るべきルールについて解説していきます。お

客様がいつ来店されてもいいように、店内の清潔さを維持したり商品を大

切に扱ったりすることは、よい接客や売り上げに繋がります。細かな点に

留意して、売れるお店の空気を作っていきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-041 〇
【接客スキル3.3】売上アップは提案数で決まる２つ？３つ？

４つ？
0:03:30 動画

本講座では、お客様へご提案する際の鉄則について解説していきます。商

品を提案するうえで重要なポイントは必要な情報とニーズを把握すること

です。提案した商品をお客様自身がどのようなシーンで活用できそうか想

像したり、商品を選ぶ楽しさを感じたりできるように、丁寧なヒアリング

と提案力を身につけていきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-042 〇
【接客スキル3.4】人に嫌われる人は距離感がわからない人。

「不快に感じられない距離」
0:02:31 動画

本講座では、お客様との距離感について解説していきます。人にはそれぞ

れ目には見えない自分の感覚として、他者に入り込まれると不快に感じる

空間あります。その距離感覚の種類などを知っておくことでお客様と適切

な距離感を保つことができます。お客様にとって心地よい距離を保ちなが

ら接していきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-043 〇
【接客スキル3.5】売りたい商品、どこに置く？そう、正解は

左！
0:03:39 動画

本講座では、売りたい商品をどこに置くかということについて解説してい

きます。黙っていても売れる商品やぜひ売りたい商品など、商品によって

置く位置を変えることがポイントです。また、お客様を接客する際の立ち

位置にも気を付けると、よりポジティブな感情として相手に受け取っても

らえるようになります。

1 -

販売 販売 SHOP01-044 〇 【接客スキル3.6】売れる販売会話術これさえわかれば完璧！ 0:05:18 動画

本講座では、売れる会話術について解説していきます。売れない会話の事

例をもとに、実際のお客様との会話をイメージしながら学習していきま

しょう。売りたい気持ちが強いあまりに、押しつけがましくなってはいま

せんか。本講座で売れる会話のポイントを学習し、お客様の心をつかむ接

客を目指しましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-045 〇
【接客スキル3.7】「皆様だいたいこれを選ばれます」は売れ

ないこともある！？
0:04:28 動画

本講座では、接客時の言葉づかいについて解説していきます。つい使って

しまう言葉やフレーズの中には、接客においてはもちろん、言葉の使い方

として誤りのあるものが実は多くあります。ご自身の言葉づかいを改めて

見直し、違和感のない、またお客様一人一人にしっかりと向き合える接客

を目指しましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-046 〇 【接客スキル3.8】「過去現在未来」の質問で売上アップ！ 0:03:03 動画

本講座では、お客様のニーズの引き出し方について解説していきます。

ニーズを引き出すためのポイントは、お客様の過去や現在を把握する視点

をもち、未来に向けて最適な提案することです。そのためには、お客様の

「言葉にならない言葉を把握すること」が重要です。お客様のニーズに

合った提案をできるようにしましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-047 〇
【接客スキル3.9】お客様が財布を開くタイミング逃すな！こ

こが絶対ポイント
0:02:47 動画

本講座では、購入目前のお客様の行動について解説していきます。商品を

買うつもりのあるお客様を見逃している接客者が実は多くいます。同じ商

品を何度も見る、同じ商品を10秒以上見たり触ったりするなどの行動を

とっているお客様には購入の後押しをするチャンスがあります。タイミン

グを見逃さない目を養いましょう。

1 -
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販売 販売 SHOP01-048 〇
【接客スキル3.10】試着で売れる人、売れない人～女子はみ

んな、ここに注目！～
0:05:03 動画

本講座では、お客様の試着時にある、大きな接客のチャンスについて解説

していきます。試着室から出る際のお客様の心情を理解したうえで、声を

かけることが大切です。お客様の専属スタイリストのように、正直な感想

や提案をすることは、お客様をファンにすることにもつながります。

1 -

販売 販売 SHOP01-049 〇 【接客スキル4.1】利益を作る「付属商品提案」 0:03:27 動画

本講座では、接客スキルの中でも、利益を作る付属商品の提案方法につい

て解説していきます。主力商品と付属品をセットで売ること、お客様のお

財布事情を心配しないこと、付属商品の知識を万全にすること、豊富な知

識提供をすることなど、お客様に気持ちよくお買い物をしていただくため

のスキルを身につけましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-050 〇 【接客スキル4.2】代替提案で売上損失回避 0:02:54 動画

本講座では、代替提案で売り上げ損失を回避するスキルについて解説して

いきます。商品の価格帯・用途・目的の把握や説明方法、品切れや販売停

止のフォローを接客の時点で行う方法、似たような商品のレパートリー把

握、妥協点の見つけ方など、お客様の希望をかなえるスキルを身に着けて

いきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-051 〇 【接客スキル4.3】レジの声がけがファンを作る 0:02:15 動画

本講座では、レジでの声がけによってファンを作る方法について解説して

いきます。レジに入ったときの配慮の仕方や、レジ対応の態度、混雑時の

一言、商品の受け渡し方や、お渡しした後の一言など、小さな声かけひと

つでお客様に与える印象は天地ほどの差が生まれます。これらを身に着け

て、お客様をファンにしてみましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-052 〇 【接客スキル4.4】商品の取り扱い方でアンチにもなる 0:02:12 動画

本講座では、商品の扱い方でお客様を安置にしない方法について解説して

いきます。受け取り方や置き方、備品の扱い方に関する注意など、みられ

ていないと思っている些細なことで、お客様を不快な気持ちにさせない工

夫がたくさんありますので、参考にして普段から気を付けていきましょ

う。

1 -

販売 販売 SHOP01-053 〇 【接客スキル4.5】お金の受け取り方と渡し方 0:03:37 動画

本講座では、接客の際のお金の受け取り方と渡し方について、解説してい

きます。気持ちのいいお金の扱い方、置いたまま渡していいのかどうか、

つり銭の渡し方、ポイントカードの声掛けの仕方、キリの悪い額の際の注

意点など、日常的にふと気になる部分について、お客様に良い印象を持っ

てもらう方法を学びます。

1 -

販売 販売 SHOP01-060 〇 【接客スキル4.6】再来店を促す言葉がけ 0:03:30 動画

本講座では、接客をするにあたって、お客様に再来店をしていただけるよ

うな接客の言葉がけについて学んでいきます。ありがとうだけで済まさな

い、歯科医院に学ぶ次回への切り口など、その接客を「次回」につなげら

れるような言葉がけや、心構えについて学ぶことができます。

1 -

販売 販売 SHOP01-061 〇 【接客スキル4.7】後ろ姿でプロかどうか、わかる 0:04:12 動画

本講座では、接客の際の後ろ姿にフィーチャーして、ふるまいやしぐさ、

態度について学んでいきます。お客様への対応を行う際、自分がどのよう

な後姿をしているか、歩き方や姿勢、横顔、しぐさ、態度、お客さまだけ

でなく、業者への対応など、細かな部分に着目して接客のコツをつかんで

いきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-062 〇 【接客スキル4.8】お客様は友達ではない 0:03:54 動画

本講座では、お客さまとどのような距離感で接していくか、ということに

ついて解説していきます。お客さまと親しくなる、ということは、一見接

客において大切なことのように思えます。しかし、顧客と接客者の距離感

を個人的な距離感と混同してしまってはいけません。本講座にて、お客さ

まとの適切な距離感を学びましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-063 〇 【接客スキル4.9】高いものには価値がある 0:03:21 動画

本講座では、お客様がどのような商品に価値を感じるか、ということにつ

いて解説していきます。一般的に、セール品や、翻って高価なものに非と

は価値を感じると思いがちです。しかし、顧客がどのような点に価値を感

じるか、ということを客観的に分析する力は必要です。本講座にて、学ん

でいきましょう。

1 -
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販売 販売 SHOP01-064 〇 【接客スキル4.10】高額商品を確実に売る方法 0:04:13 動画

販売の業務にあたるスタッフであればだれしも、顧客にはなるべく高額な

商品を買ってほしいと考えるものです。本講座では、売買に繋がりにくい

高額商品をお客様に買っていただくメソッドについて解説していきます。

買っていただく方法だけでなく、メンテナンスに関する注意点もご紹介し

ますので、参考にしてください。

1 -

販売 販売 SHOP01-065 〇
【接客スキル1.1】惹きつける接客者になる～９０％以上は接

客マナーの良さで店に来る～
0:05:05 動画

本講座では、顧客を引き付ける接客者になるための方法について、基本的

なポイントから解説していきます。今回は特に、返事、目線、あいさつ、

話の聞き方、質問の仕方など、初歩的である者の大事なポイントについ

て、注意喚起を行います。ベテランであっても忘れがちなことですので、

気を付けていきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-066 〇
【接客スキル1.2】リピート接客の極意～表情や態度、動作の

見方～
0:05:04 動画

本講座では、販売員としての接客マナー講座と題して、お客さまにリピー

トしていただける接客とはどのようなものか、おもてなしとは何かという

ことについて解説していきます。表情や態度、一つ一つの動作などに着目

し、どうしたらお客様に喜ばれる接客者になれるかを学習していきましょ

う。

1 -

販売 販売 SHOP01-067 〇
【接客スキル1.3】お客様が来店する際ここを見られてい

る！？～理想の接客者の行動＜１＞～
0:04:20 動画

本講座では、理想の接客者の行動について解説していきます。待機中の姿

勢や私語、レジ周りでの作業、あいさつなどの印象の作り方、正しく商品

提案できるかどうかなど、理想の接客者となるために気を付けなければな

らないことはたくさんあります。本講座を学び、理想の接客者を目指しま

しょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-068 〇 【接客スキル5.1】刷り込み効果 0:03:09 動画

よかれと思って伝えたメッセージでも、内容がばらばらだったり多すぎた

りすると、実は心に届かないことが多くあります。本講座では、お客様へ

届けたいメッセージの伝え方について解説していきます。商品や販売ス

タッフへの信頼や、親近感をもってもらう好循環につなげるためのポイン

トを理解し、実践していきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-069 〇 【接客スキル5.2】単純接触効果 0:04:27 動画

接触すればするほど気になる、好きになるという経験のある人は多いと思

います。これは「単純接触効果」といって、接触する機会が増えると、そ

の相手（物）に親しみが増す効果のことです。本講座では、接客における

単純接触効果の活用場面や方法について事例をもとに解説していきます。

1 -

販売 販売 SHOP01-070 〇 【接客スキル5.3】常連にさせる方法 0:03:32 動画

本講座では、お客様に常連になってもらうための方法について解説してい

きます。お客様のことをいかに大切に想っているか、理解しようとしてい

るかが常連になってもらえるかどうかの大きなポイントとなります。一人

でも多く常連のお客様をつくるための参考にしてください。

1 -

販売 販売 SHOP01-071 〇 【接客スキル5.4】商品に愛情をもつ 0:03:37 動画

本講座では、接客にあたるうえで、自分の取り扱う商品に愛情を持つこと

について解説していきます。自分が気に入っている商品であれば、いいと

ころや活用方法をお客様により丁寧かつ熱を入れておすすめすることがで

きます。商品理解につながる考え方ですので、ぜひご活用ください。

1 -

販売 販売 SHOP01-072 〇 【接客スキル5.5】強運商品を味方につける 0:02:50 動画

本講座では、強運商品を味方につけることについて解説していきます。強

運商品とは、人気商品、スター商品を指します。こういった商品を見つけ

る、作ることは、幅広い客層に人気があるだけでなく、スキルの浅い新人

スタッフでも売りやすいなど、多くのメリットがあります。強運商品の探

し方、作り方を身につけましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-073 〇 【接客スキル5.6】商品の見せ方 0:03:36 動画

本講座を学ぶことにより、商品の見せ方に関する知識を身に着けることが

できます。似たような商品でも、見せる状況や紹介の仕方によってお客様

に与える印象は変わります。見せる位置や五感に関する知識を身に着け、

お客様に売りたいものを売るスキルを身に着けていきましょう。

1 -
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販売 販売 SHOP01-074 〇 【接客スキル6.1】案内・誘導の仕方 0:04:10 動画

本講座では、お客様を店舗へ案内する際のポイントについて解説していき

ます。お客様からのお問い合わせ（お電話）に対し、ファーストコンタク

トから終話に至るまで、大切なポイントがたくさんあります。お客様が

ファンになるか離れるか、という要因にもなるので、改めて自身の応対に

ついて改善していきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-075 〇 【接客スキル6.2】接客７大用語 0:05:22 動画

本講座では、接客における7大用語について改めて解説していきます。言

葉は、その言葉に合う表情と声のトーンがあってこそ、相手の心に響きま

す。日頃お客様への接客時に使う言葉だからこそ、言葉の意味と使う場面

を改めて考え直しながらぜひ学んでみてください。

1 -

販売 販売 SHOP01-076 〇 【接客スキル6.3】効果的なロールプレイング 0:06:02 動画

本講座では、効果的なロールプレイングの方法について解説していきま

す。ロールプレイングは「役割を演じる」ことですが、よいロールプレイ

ングをすればいいというわけではありません。悪いパターンを演じること

で、悪い理由とよいパターンの理解が深まります。たくさんのバリエー

ションを用意したりしてみてください。

1 -

販売 販売 SHOP01-077 〇 【接客スキル6.4】売上増のPOP① 0:04:41 動画

本講座では、売上をアップさせるPOP作りのポイントについて解説してい

きます。お客様と商品の出会いや購買へ繋げることがPOPの役割です。そ

のため、どのようなお客様に使っていただきたいのかを具体的にイメージ

したPOP作りが重要となります。事例をもとに、ぜひ考えてみてくださ

い。

1 -

販売 販売 SHOP01-078 〇 【接客スキル6.5】売上増のPOP② 0:03:21 動画

本講座では、売上をアップさせるPOP作りのポイントについて引き続き解

説していきます。POPには、商品の魅力を記載することが基本となりま

す。目に入る文字数には限りがあるため、ぱっと見たときに印象に残す工

夫が必要です。4つのポイントを学び、ぜひ明日からのPOP作りに活かし

てみてください。

1 -

販売 販売 SHOP01-079 〇 【接客スキル5.7】使える！！販売トーク 0:03:56 動画

本講座では、店舗での販売接客を行う際に有効なマナーや接客術について

学習していきます。本講座では特に、実際の接客対応で活用可能な、気の

利いた一言を6つ、例として取り上げ、売り上げを伸ばすだけでなく、お

客様に満足いただける接客のコツをレクチャーしていきます。

1 -

販売 販売 SHOP01-080 〇 【接客スキル5.8】季節に合わせた提案トーク 0:02:53 動画

本講座では、店舗での販売接客を行う際に有効なマナーや接客術について

学習していきます。本講座では特に、季節に合わせた提案トーク術につい

て解説していきます。お客さまとの会話を円滑にするだけでなく、シーズ

ンごとに売りたい品物を購入いただきやすくなりますので、接客対応とし

て活用していきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-081 〇 【接客スキル5.9】定番の提案トーク 0:02:57 動画

本講座では、店舗での販売接客を行う際に有効なマナーや接客術について

学習していきます。本講座では特に、どんな時でも使える定番の提案トー

クについて、解説していきます。ただ品物を勧めるだけではなく、おすす

めするポイントを具体的にお伝えする上で外すことのない汎用的な内容を

覚えておきましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-082 〇
【ビジネスマナー1.4】仕事も人生も絶対成功！！～成功する

人の条件～
0:02:55 動画

本講座では、仕事や人生において、成功する人の条件とはどのようなもの

かについて、考え方やコミュニケーションの取り方の面から学習していき

ます。相手に受け入れてもらう方法や、日ごろの物事をネガティブに考え

るかポジティブに考えるかで、人の行動は変わります。成功する人の特徴

を学習しましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-083 〇
【ビジネスマナー1.5】あなたのその行動、間違ってない？～

非言語コミュニケーション～
0:08:16 動画

本講座では、コミュニケーションにおける非言語コミュニケーションにつ

いて解説していきます。コミュニケーションにおいて、身振り手振りや表

情など、非言語での表現は軽視できるものではありません。表情一つで相

手に与える印象も変わりますので、いい行動、NG行動などについて押さ

えていきましょう。

1 -
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販売 販売 SHOP01-084 〇

【ビジネスマナー1.6】【第一印象】印象力アップ！！簡単に

好印象を手に入れる！１と９の法則とは？？プロの講師が伝

授

0:02:26 動画

本講座では、人と接する際、見た目をはじめとする第一印象がどれほど大

切か、ということについて学習していきます。昨今では勤務形態や企業の

社風なども多様化しています。そんな中で、どのような見た目であれば相

手に良い印象を与えるのか、逆に悪い印象を与える見た目とはどんなもの

かについて学習しましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-085 〇
【ビジネスマナー1.7】あなたのファン急増！～人に好かれる

ための条件から～
0:04:55 動画

本講座では、人に好かれるための6条件について学習していきます。実務

能力的にどんなに優れていても、対人関係の構築スキルが未熟なままで

は、その力を発揮することはできません。人を動かすことのできるビジネ

スパーソンになるために、まずは人に好かれる人を目指しましょう。

1 -

販売 販売 SHOP01-086 〇
【ビジネスマナー1.8】身だしなみは相手のためにするもの～

正しい身だしなみから～
0:05:59 動画

本講座では、身だしなみについて解説していきます。昨今では、考え方が

多様化し、会社や業種によっても求められる身だしなみのマナーや基準が

これまでとは異なってきています。そんな中でも、どのような領域でも共

通する身だしなみのルールについて、清潔感や実用性、TPOについて学ん

でいきます。

1 -

営業 営業 SALE01-001 〇 世界NO.1セールス　桑原正守流～クロージングの極意～ 0:05:37 動画

できる商談とはどのようなものなのか、本物の商談への道はここから始ま

ります。プレゼンテーションとクロージングの違い、プレゼンテーション

はクロージングのためにあるということ、クロージングを成功させるため

のポイントを解説します。現場で役立つ考え方を身につけましょう。

2 -

営業 営業 SALE01-002 〇 人の心を動かす究極のクロージング術 1:29:06 動画

クロージングは「無くても生きていける商品」を売る人に必要なスキルで

す。本コースでは、究極のクロージングに必要なメンタルを解説します。

究極のクロージングメンタル「人は、幸せな人からものを買いたい」とは

どういうことか、幸せの定義を正しく理解し、究極のクロージングメンタ

ルを身に着けましょう。

6 -

営業 営業 SALE01-003 〇 No.1になるためのランチェスター戦略　基本概要 1:13:48 動画

ランチェスター戦略は日本を代表する大手企業をはじめ、中小零細企業、

個人事業主に至るまで幅広く取り入れられ、成果を上げている戦略理論で

す。本コースでは、ランチェスター戦略の成り立ち、ランチェスター法

則・クープマンモデル、弱者・強者の戦略などについて、事例を交えて解

説します。

6 -

営業 営業 SALE01-004 〇 地域No.1戦略と集客戦術の考え方 1:32:34 動画

地域でNo.1となるための戦略の5原則を踏襲して、商圏をどう認識し、地

域の市場体質をどう理解するか、それらからどのようにして集客に結びつ

けるか、などの総合的な戦略を立案することが大切です。本コースでは地

域戦略に成功した企業事例を交えながら、より具体的な考え方の道筋を解

説いたします。

7 -

営業 営業 SALE01-005 〇 戦略的市場参入の考え方 1:31:43 動画

新規に市場参入する際の戦略立案について、市場参入の実践やポジショニ

ング軸の取り方、イノベータ理論とキャズム理論、後発の参入時期、

グー・パー・チョキの戦略、ランチェスター的な参入の視点などを解説し

ます。また、プロダクトライフサイクルの考え方についても解説いたしま

す。

8 -

営業 営業 SALE01-006 〇 NO.1戦略と市場シェアの考え方 1:18:54 動画

企業活動においてなぜ市場シェアが重要なのか。そもそもシェアとはとい

うことから、シェアと利益、シェアのゴール、シェアの上げ方などを解説

します。ランチェスター戦略から結論付けられる安定シェアは何％なの

か。そしてシェアをあげるためのランチェスター式ABC分析について理解

しましょう。

7 -
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営業 営業 SALE01-007 〇 戦略思考と営業マネジメント 1:11:53 動画

営業活動における戦略的発想として、自社が勝てる戦いの局面を作り出す

ことは重要です。本コースでは、現場レベルでできる差別化とそれに必要

な情報とその集め方、営業アプローチのプロセスを可視化する方策などを

解説します。営業担当者の攻撃力を増大するための行動論を身に付けま

しょう。

6 -

営業 営業 SALE01-025 〇 営業が知っておくべき貿易実務 1:00:07 動画

営業が知っておくべき貿易実務について、貿易とは何か、貿易の流れや人

の役割といった基本的なことからその特徴や留意点、貿易条件の解釈に関

する国際規則インコタームズなどについて解説いたします。専門用語が多

い貿易実務ですが、図解や用語集を用いることで、理解しやすい内容と

なっています。

5 -

営業 営業 SALE01-026 〇 アウトバウンド講座 0:15:58 動画

アウトバウンドのねらいや流れなどの基本的なことから、切り返し話法、

コンクルージョン法など効率よく成果をあげるためのスキル、担当者不在

時の対応など実務におけるポイントを学びます。流れとコツを整理し、良

い例・悪い例の実演映像を見ることで成功イメージを強くし、反省にも役

立ちます。

3 -

営業 営業 SALE01-027 〇 ネゴシエーションスキル 1:09:54 動画

本コースではネゴシエーションスキルについて、交渉相手といかに信頼関

係を築くか、交渉に臨む前の準備段階でやるべきことは何か、そして実際

の交渉にあたっての場づくりから面談の組み立て、合意形成に至るまでを

ステップごとに解説いたします。実践的な交渉のスキルを習得することを

目指しましょう。

9 -

営業 営業 SALE01-030 〇 戦略的営業への転換 1:03:43 動画

日々の営業活動で陥りがちな「待ちの姿勢」や「御用聞き」などの行動

は、営業成果や企業収益を最大化することには結び付きません。本講座で

は、戦略的営業の目指す姿からターゲットの定め方、顧客への提供価値の

創造、キーパーソンの見極めとアプローチ、具体的な営業プロセスなどを

解説します。

8 -

営業 営業 SALE01-031 〇
商談成功のための三原則 ～トップ営業のスキルをドラマで解

く～
3:52:11 動画

営業の基本は、お客様の状況と要望を正確に把握し、適切な提案活動を通

じてお客様の満足を引き出し、最終合意を取り付けることです。さまざま

なケースにおける営業の事例ドラマを題材にしながら、お客様の課題解決

に貢献するソリューション営業の基本について何に注意を払いどう行動す

べきなのかを解説します。

19 -

営業 営業 SALE01-032 〇 2021年改訂版_教えて、営業部長！ビジネス法の基礎 1:00:00 スコーム

日常の営業活動において問題に直面したとき、解決のための1つの指針と

なるものが法律です。本コースでは営業活動の中で関連してくる法律につ

いて、「なぜ法律が必要なのか」ということから、贈賄罪、独占禁止法、

資料作成と著作権法、営業秘密の管理、契約と法律について解説します。

1 〇

営業 営業 SALE01-033 〇 2021年改訂_教えて、営業部長！債権回収のポイント 1:00:00 スコーム

ビジネスを行っているときに必ず直面する債権回収について、「債権回収

とは？」といった基礎知識から、事前準備や債権の管理、債権回収でどの

ようなことを行うのか等の実務上のポイントを学びます。債権回収とはど

のようなものかイメージを掴み、相手方の諸事情を見極めて対策をとれる

ようになりましょう。

1 〇

営業 営業 SALE01-034 〇 2021年改訂_教えて、営業部長！秘密保持契約書のポイント 1:00:00 スコーム

営業活動の中で頻繁に締結されている秘密保持契約について、正しく理解

していますか。本コースでは「秘密保持契約とは？」ということから、秘

密保持契約の位置付け、秘密保持情報の定義、秘密保持義務、目的外使用

の禁止、契約期間、損害賠償といった、一般的な内容から契約書のポイン

トまで解説します。

1 〇
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営業 営業 SALE01-035 〇 2021年改訂_教えて営業部長！下請業者との取引 1:00:00 スコーム

モノの製造工程の複雑化やコスト削減の要請など、製造業においてアウト

ソーシングの需要は高まっています。本コースでは下請法とその適用範

囲、下請法の対象となる取引、発注書の注意点、受領拒否、支払の遅延、

減額・返品など、下請取引とそれを規制する法律のポイントを解説しま

す。

1 〇

営業 営業 SALE01-036 〇 2021年改訂_営業担当者のための個人情報保護入門 1:00:00 スコーム

営業活動の中では多くの個人情報を取得し、取り扱います。本コースでは

営業担当者として知っておきたい個人情報保護のための知識として、利用

目的の特定や変更、適正取得、安全管理、第三者への提供、保有個人デー

タの開示・訂正・利用停止・消去、苦情処理等について解説します。

1 〇

営業 営業 SALE01-037 〇 2021年改訂_ビジネス法入門 1:00:00 スコーム

ビジネスで必要な法知識について、コンプライアンスの概要や違反したと

きのリスク、ビジネスと法の関わり、取引の主体、株式会社の仕組み、契

約に関すること、取引によらないで生じる法律関係、企業活動に関する規

制、経済活動に関連する犯罪、知的財産権、個人情報保護、国際取引など

一通り解説します。

1 〇

営業 営業 SALE01-038 〇 2021年改訂_営業担当者のための典型契約契約書の作成術 1:00:00 スコーム

営業担当者にとって必須の知識である契約書について、売買契約の締結や

民法以外の法律との関係、契約条項への記載内容について学びます。契約

の中でも、消費貸借契約締結時の注意点、賃貸借契約の制約、賃貸借契約

における特約、請負契約について学びます。典型契約と特約について理解

しましょう。

1 〇

営業 営業 SALE01-039 〇 2021年改訂_営業担当者のための売買契約書作成術 1:00:00 スコーム

営業担当者にとって必須の知識である契約書について、契約の概要から契

約書作成の意義・必要性、契約の効力が否定されるケースなどを学びま

す。契約の中でも売買契約について、目的物の滅失、債権者主義、瑕疵担

保責任、制限行為能力者に関する規定など、契約締結・契約書作成の際の

留意点を解説します。

1 〇

営業 営業 SALE01-040 〇 2021年改訂_営業担当者のための請負契約書作成術 1:00:00 スコーム

営業担当者にとって必須の知識である契約書について、契約の概要から契

約書作成の意義・必要性、契約の効力が否定されるケースなどを学びま

す。契約の中でも請負契約について、請負契約の概要や危険負担、瑕疵担

保責任、完成物の所有権の帰属など、契約締結・契約書作成の際の留意点

を解説します。

1 〇

営業 営業 SALE01-041 〇 2021年改訂_営業担当者のための非典型契約契約書の作成術 1:00:00 スコーム

営業担当者にとって必須の知識である契約書の中でも、非典型契約につい

て解説します。非典型契約とは何かということから、製作物供給契約、継

続的供給契約、販売店契約・代理店契約、リース契約、フランチャイズ契

約について学びます。様々な契約に対応できるようになりましょう。

1 〇

営業 営業 SALE01-042 〇 2021年改訂_いまさら聞けない！営業職のイロハとは？ 1:00:00 スコーム

営業職に必要な心得や新規顧客の開拓方法、新たな営業手法の検討、見積

りの提出、紹介のもらい方など、営業担当者として理解しておきたい心構

えや手法について解説します。これから営業職を目指す方だけでなく、す

でに営業職として活躍している方も、改めて営業職の基本スキルを押さえ

ましょう。

1 〇

営業 営業 SALE01-043 〇 2021年改訂_交渉力を高める（初級） 1:00:00 スコーム

交渉とは勝ち負けではなく、自分にとっても相手にとっても利益がある納

得した結論を導き出すことです。本コースでは、「交渉」そのものに対す

る理解を深め、提案の適切なタイミングや交渉を進める上でのポイントな

どの交渉に必要な心得や、状況把握や交渉で何を実現するのかなどの事前

準備を学びます。

1 〇
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営業 営業 SALE01-044 〇 2021年改訂_交渉力を高める（中級） 1:00:00 スコーム

営業に必要とされる交渉力、そして営業が持つべきパラタイムを明確にし

ます。そして初回訪問から契約締結に至る、それぞれの交渉場面の中で、

具体的に交渉力を向上させるための考え方とスキルの身につけ方を理解し

ていきます。営業の場面でより成果を上げられるようになりましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-019 〇 売れる仕組みを考えよう 1:23:19 動画

これから企業で働く方を対象に、売上の重要性や売上を獲得する方法、差

別化のポイントを決める要素、市場のライフサイクル、製品戦略、価格戦

略、チャネル戦略、プロモーション戦略、持続的競争優位の源泉などを解

説します。ものを売るための戦略・マーケティング・事業創造を考えま

しょう。

7 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-030 〇
実務で使えるデータ分析プログラム（初級1）～華麗なる

ショートカットの世界～
1:00:00 スライド

Excelを使用する際に必須となるショートカットキーを学び、業務効率を

改善します。また、自身のスキルをチェックし、Excelを活用する上で自

身に不足しているスキルを確認し、学習効率を向上させます。※本講座は

ExcelがインストールされたPCでの受講を推奨します。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-031 〇
実務で使えるデータ分析プログラム（初級2）～基本操作と基

本関数を覚える～
2:00:00 スライド

基本的な操作及び関数（SUM・条件付書式・絶対参照/相対参照・

AVARAGE・COUNT/COUNTA・COUNTIF/SUMIFなど）について、ケー

ススタディとして売上管理表をとりあげ、実践的に学びます。※本講座は

ExcelがインストールされたPCでの受講を推奨します。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-032 〇
実務で使えるデータ分析プログラム（初級3）～集計・分析テ

クニックの基本～
2:00:00 スライド

サンプルデータを使用して、実践的にデータ分析を学びます。

VLOOKUP、IFERROR等の関数の使い方やグラフの使い方、データの整

理、フォームの統一など、効率の良いデータ集計をするためのテクニック

を学びます。※本講座はExcelがインストールされたPCでの受講を推奨し

ます。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-033 〇
実務で使えるデータ分析プログラム（初級4）～クロス・デー

タベース集計・分析～
2:00:00 スライド

データベースの効率的な集計方法（ピボットテーブル、データベース関

数）および数値分析スキルの視点（どこがKey Factorかの見極め、原票を

もとにした数値軸の追加、論理展開の考え方など）を身に付けます。※本

講座はExcelがインストールされたPCでの受講を推奨します。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-034 〇
実務で使えるデータ分析プログラム（中級1）～大量のデータ

集計スキルを身に付ける ～
2:00:00 スライド

大量のデータ集計を正確・迅速に行うためのスキルとしてINDIRECT関数

を活用した集計テクニックを学びます。複数のシートに分かれたデータを

関数を活用して整理し、データを効率的に集計できるようになりましょ

う。※本講座はExcelがインストールされたPCでの受講を推奨します。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-035 〇
実務で使えるデータ分析プログラム（中級2）～営業数値分析

の実践～
3:00:00 スライド

営業数値分析の実践手法を、ケーススタディを交えて実践的に学びます。

因数分解を行いながら重要な数値項目を抽出して数値分析をして、営業の

課題を分析、仮説を立てて要因を見つける能力を身に付けましょう。※本

講座はExcelがインストールされたPCでの受講を推奨します。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-036 〇
実務で使えるデータ分析プログラム（中級3）～数値分析から

戦略立案へ～
3:00:00 スライド

顧客管理や製品管理の最も基本的なものであるABC分析、顧客管理モデル

として有効な分析手法であるRFM分析を学び、数値の羅列から営業数値

分析へ、営業数値分析から戦略立案へ昇華させるための考え方を身に付け

ます。※本講座はExcelがインストールされたPCでの受講を推奨します。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-037 〇 マーケティング講座①マーケティングとは 0:30:00 スライド

マーケティングの知識は営業職等にも求められるようになっています。

マーケティングの概要、現在の日本市場と消費者動向、データ分析の必要

性と考え方を学びます。勘や気持ちだけでは業績は伸びない時代、マーケ

ティングの考え方を身に着けて最適解を導き出せるようになりましょう。

1 -
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マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-038 〇 マーケティング講座②問題解決の考え方 1:00:00 スライド

社内にあるデータをとにかくいじっても思うようなデータ分析はできず、

問題解決に繋がりません。本コースではデータ分析の方法を知り、データ

の見方や仮説の立て方、アクションプランの策定方法を学びます。データ

分析の目的を明確にして、効率的にデータ分析できるようになりましょ

う。

4 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-039 〇 マーケティング講座③問題解決のためのフレームワーク① 0:30:00 スライド

事業・プロジェクトのフレームワークについて、環境分析の基本的なフ

レームワークである3C/4C、事業単位に対して経営資源をどのように分配

するかを考える上で有効なPPMマトリクスを学びます。何が必要で何が

課題となっているのか、現状を把握して論理的に整理できるようになりま

しょう。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-040 〇 マーケティング講座④問題解決のためのフレームワーク② 0:30:00 スライド

事業・プロジェクトのフレームワークについて、マーケティングの意思決

定などをおこなうためのSWOT分析、4P/5P、的確なターゲティングをす

るためのセグメンテーション、AIDAについて学びます。何が必要で何が

課題となっているのか、現状を把握して論理的に整理できるようになりま

しょう。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-041 〇 マーケティング講座⑤問題解決のためのフレームワーク③ 0:30:00 スライド

組織・チームのフレームワークについて、組織を考える上で必要な7つの

経営資源の相互関係を表す7S、価値ではなくコストを付加する8つの無駄

を学びます。ケーススタディを交えてより実践的にフレームワークを学

び、組織・チーム内の問題を論理的に整理できるようになりましょう。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-042 〇 マーケティング講座⑥データ分析の考え方と進め方 1:00:00 スライド

様々な業界が今後の日本市場に苦戦しており、自社の課題や資産を見つけ

るためにデータ分析ができる人材が求められています。データ分析の現

状、データ分析の定義、データ分析事例、データ分析で活用できるデータ

について学びます。データ分析の考え方や進め方を、事例を交えて理解し

ましょう。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-043 〇 マーケティング講座⑦データ分析① 0:30:00 スライド

売上を増加させる、コストを削減する、在庫を最適化する、利益を管理す

るためのデータ分析の手法を学びます。ケーススタディを交えて実践的に

データ分析を学び、データに基づいて効率的・効果的に業務を遂行できる

ようになるとともに、わかりやすく説明するための資料を作れるようにな

りましょう。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-044 〇 はじめてのデジタルマーケティング 0:53:33 動画

「デジタルマーケティング」とは何か、ビジネスを成長させるために何が

できるのかを、無料のツールとその活用事例とともに、「認知を得る」

「認知を広める」「効果を高め、効率を上げる」という 3 つの視点から

学びます。それぞれの施策で使える無料のツールや、企業の導入事例もご

紹介します。

11 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-045 〇 マーケティング講座⑧データ分析② 1:00:00 スライド

様々な角度からお客様の傾向を分析するための多次元分析とピボットテー

ブル、在庫が効率よく売り上げに繋がっているか把握するための在庫回転

率分析を解説します。ケーススタディを交えながらデータ分析を実践的に

学び、目的を解決するためのデータ分析ができるようになりましょう。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-046 〇 マーケティング講座⑨データ分析③ 1:00:00 スライド

在庫の最適化を図るために必要な商品の需要を予測するためのデータ分析

やセグメント別損益分析、損益分岐点分析について解説します。ケースス

タディを交え、実際にExcelデータを操作しながらデータ分析を実践的に

学び、目的を解決するためのデータ分析ができるようになりましょう。

1 -
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マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-047 〇 マーケティング講座⑩データ分析④ 1:00:00 スライド

売上を上げるためのポイント整理について、課題の見極めから仮説の洗い

出し、分析・作業の定義、情報源の収集、分析のポイントを解説します。

ケーススタディを交え、実際にExcelデータを操作しながらデータ分析を

実践的に学び、目的を解決するためのデータ分析ができるようになりま

しょう。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-048 〇 マーケティングベーシックス 2:32:21 動画

マーケティングの基本的な考え方について、STP4Pのフレームに沿って

わかりやすく解説します。後半ではB2Bマーケティングにおける留意点

や、サービスのマーケティング、インターネットマーケティングなども解

説しております。マーケティングのことを知りたい、もう一度基礎から勉

強をやり直したい、などの方にお勧めです。

12 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-049 〇 自社の顧客は誰か 0:56:37 動画

顧客は誰か？これは事業を行う上で最も重要な問いです。顧客の絞込みを

行うと、顧客のイメージがもっと明確になり、ニーズも分かってきます。

本講座では、顧客を明確にする方法とコツを解説します。他社と差別化で

きる提供価値を見いだし、それを簡潔な文章で明文化してみましょう。

4 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-050 〇 マーケティングミックスを理解する 2:02:38 動画

マーケティングミックスの4P（Product、Price、Place、Promotion）

は、売れる仕組みの構成要素です。この4つを常に念頭に置くことで、

マーケティングの打ち手に漏れがなくなります。本講座では、マーケティ

ングミックスの基本と留意点を解説します。

11 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-051 〇 ネット時代の顧客の掴み方 1:12:21 動画

現在、顧客のニーズは多様化し、しかも顧客に飽きられるのも早くなって

います。本講座では、顧客がますます力を持つようになってきたネット現

代に適した新しいマーケティングの考え方を解説します。

5 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-052 〇 儲けの機会の見つけ方 0:25:04 動画

世の中には様々な儲けの仕組み「ビジネスモデル」があります。本講義で

は、儲けを生み出すための利益の公式を解説するとともに、ビジネスモデ

ルキャンバスというツールを使って、ビジネスチャンスを見つけるヒント

を提供します。

2 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-053 〇 デルタモデル ～ビジネス生態系を理解する～ 0:58:24 動画

デルタモデルは一企業のみの競争だけでなく、業界の生態系まで視野に入

れて戦略の選択肢を広げている点、戦略立案・実行を実務面まで落とし込

んでいる点が特徴です。競争戦略の一つであり、比較的新しい戦略論で

す。

5 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-054 〇 外部成長戦略 0:37:24 動画

本講座では、提携や合弁、M&Aといった外部成長戦略についてメリット

や留意点などを解説します。それぞれの方法は戦略目標を達成する手段と

しての選択肢で、スピードやコスト、効果の3点で方向性を検討します。

4 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-055 〇 イノベーション戦略 2:25:21 動画

イノベーションを生み出すのはアイデアであり、技術ですが、それをビジ

ネスに仕立てあげるには戦略が必要です。競争優位につながり、それなり

のインパクトがあるビジネスにしていくにはどんなプロセスが必要かを考

えます。

11 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-056 〇 デザイン思考によるイノベーション 0:58:52 動画

本講座は、人々の潜在ニーズを捉え、問題をリフレームし、ゲームの枠組

みを変え、優れたアイデアを生み出し、ソリューションに統合するデザイ

ン思考の一連のステップを、繰り返し実行できる信頼性の高い方法論とし

て習得することを狙いとします。

5 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-057 〇 新規事業開発スキル 4:54:07 動画

本講座ではビジネスのアイデア発想と事業コンセプトの創造手法を学びま

す。また、ビジネス成功企業の様々なビジネスモデルを知ることで、それ

らを自分のビジネスに応用するヒントが得られます。ビジネスチャンスを

見つけて、それを儲けの仕組みにする手法をステップバイステップで実践

できます。

24 -

株式会社manebi 61



playse_コース一覧_2022年5月30日.xlsx

大分類 中分類 教材コード リリース コース名 学習時間 形式 内容 レッスン数テスト有

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-058 〇 意思決定バイアス 1:08:52 動画

意思決定の際に生じるバイアスについて、その発生のメカニズムを解説

し、ビジネスや日常生活のさまざまな局面での役立て方を考察します。ま

た、意思決定バイアスがどのような場合に助長されるのかについても解説

いたします。

17 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-059 〇 顧客理解のアプローチ 0:42:05 動画

近年の商品・サービス開発においては、顧客の視点や顧客の行動を観察す

ることによる顧客ニーズの発見に重点が置かれるようになっています。本

講座では、顧客を理解するためのアプローチ手法として、リーン・スター

トアップ、デザイン思考、カスタマージャーニーなどを紹介いたします。

4 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-060 〇 顧客への提供価値 0:36:18 動画

ターゲットとする顧客は誰なのか。そしてその顧客はなぜ購入してくれる

のか。事業構築の際には顧客への提供価値を考える必要があります。この

検討プロセスにおいて、自社の強みを再確認し、真の競合が誰であるのか

が見えてきます。本講座では、顧客への提供価値を考えるプロセスとポイ

ントについて解説いたします。

4 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-061 〇 3分でわかるビジネスキーワード　マーケティング編 0:10:31 動画

本講座では、マーケティングに必要なフレームワークの中から6つを取り

上げ、解説します。マーケティング・プロセスに沿って、環境分析

（PEST分析・SWOT分析など）、戦略立案（STPマーケティング）、施

策立案（4P/4C）について、定義や活用方法を解説します。

7 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-062 〇 2021年改訂_デリバティブ入門（オプションとは） 1:00:00 スコーム

本コースではデリバティブの1種であるオプションについて、基本用語や

満期時点におけるオプションのペイオフ、満期時点までのオプションの損

益、本質価値と時間価値、オプションの上限と下限、オプション価格に影

響する要因、無裁定原理とプット・コール・パリティなどについて解説し

ます。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-063 〇 2021年改訂_ケースで学ぶマーケティング入門 1:00:00 スコーム

現在の市場は成熟が進んでおり、ただ製品を売り出すのではなく、優れた

技術や知識を顧客のニーズに結びつけて事業を起こす能力が求められるよ

うになっています。マーケティング・コンセプトや市場細分化、チャネル

戦略など、マーケティングの知識をケーススタディで学んで事業を成功に

導きましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-064 〇 2021年改訂_金融マーケット入門Ⅰ（ゲーム理論入門） 1:00:00 スコーム

ゲーム理論は、金融・経済学への応用が盛んな重要な分析道具です。本

コースでは基本構造（戦略型ゲーム、展開型ゲーム）を紹介しつつ、ビジ

ネスにつながる実践的な示唆を紹介します。ゲーム理論全般の入門として

も分かりやすい解説トレーニングになっていて、ゲーム理論に興味ある方

にもオススメです。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-065 〇
2021年改訂_金融マーケット入門Ⅱ（図解・デリバティブ／

信用リスク入門）
1:00:00 スコーム

本コースでは、まず前半にデリバティブとは何かを、後半は前半で習得し

たペイオフ図やツリーを利用して、信用リスク（クレジット・デフォル

ト・スワッフOOS)の仕組みを解説します。ペイオフ図の基本的な読み方

と、基本ペイオフ図の合成や分解を通じて投資戦略と信用リスクの基本を

学習しましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-066 〇 2021年改訂_ビジネスに活かすマーケティング入門 1:00:00 スコーム

マーケティングの知識は専門部署だけでなく営業職など様々な職種に求め

られるようになっています。本コースではビジネスに活かすマーケティン

グの知識として、コトラーのマーケティング・コンセプト、マーケティン

グ戦略、市場選択の考え方、製品差別化の方法、顧客満足の追求等につい

て解説します。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-067 〇 2021年改訂_製品企画のキーポイントとは？ 1:00:00 スコーム

製品企画のキーポイントとして、製品戦略と経営戦略の関係、製品戦略と

価格戦略、流通戦略とプロモーション戦略、製品仕様、価格、製造・調

達、設計管理と標準化・技術管理、品質管理について解説します。関連す

る戦略や製品企画に欠かせない製品設計や設計管理について理解を深めま

しょう。

1 〇
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マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-068 〇 2021年改訂_B to B のマーケティングとは？ 1:00:00 スコーム

BtoBのマーケティングについて、グローバル化の状況、商品の特性（消

費財・産業財）とマーケティングの方法、産業財の流通構造、顧客企業の

組織と意思決定プロセス、顧客の要望の理解、市場セグメンテーションの

手法、新規開拓の必要性、他社競合品の調査、営業体制の構築などを解説

します。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-069 〇 2021年改訂_マーケティングとは？（入門） 1:00:00 スコーム

これからマーケティングを学ぶ方向けに、マーケティングとはということ

から、マーケティングの基本要素4P、マーケティングの目的・目標、

マーケティングと営業の違い、顧客ターゲット、市場設定、消費者の購買

行動を知る、顧客ニーズとは、製品ライフサイクル、ブランド戦略につい

て解説します。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-070 〇 2021年改訂_マーケティングとは？（初級） 1:00:00 スコーム

本コースでは、マーケティング・コンセプトの変遷、外部環境と内部環

境、ファイブフォースモデル、ポーターの3つの戦略、ドメインの定義、

アンゾフの成長ベクトル、競争地位別戦略、製品差別化のマーケティン

グ、ポジショニングマップ、市場細分化について解説します。マーケティ

ングの理解を深めましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-071 〇 2021年改訂_マーケティングとは？（中級） 1:00:00 スコーム

4Pのうち価格決定について、価格決定方法の基本から需要重視型の価格

決定方式、心理的価格設定、需要の価格弾力性、上澄み吸収価格と浸透価

格、希望小売価格とオープン価格、ディスカウントとリベートを解説しま

す。流通について、流通の概要からチャネル、チャネルの現代的変化につ

いて解説します。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-072 〇 2021年改訂_顧客満足度管理とは（初級） 1:00:00 スコーム

顧客満足度管理の初級として、顧客満足（CS）の概要から顧客志向、顧

客満足の旧3原則（商品、サービス、店舗）と新3原則（ホスピタリ

ティ、エンターテイメント、プリヴァレッジ）、顧客管理とは、顧客デー

タの活用について解説します。想定されるケースを交えて、顧客満足度管

理を学びましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-073 〇 2021年改訂_顧客ニーズの発掘と拡大方法を学ぶ（初級） 1:00:00 スコーム

本コースでは顧客ニーズとは何かということから、顧客ニーズの調査・ヒ

アリング方法、顧客ニーズの拡大対応、顧客ニーズの変化対応について解

説します。顧客ニーズを理解することの必要性を踏まえて、実際に顧客

ニーズを調査し、様々な要因で変わる顧客ニーズに柔軟な対応ができるよ

うになりましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-074 〇
2021年改訂_顧客とのパートナーシップの考え方を学ぶ（初

級）
1:00:00 スコーム

顧客とのパートナーシップを考える上で、まず「お客様」と「顧客」の違

いを解説し、顧客情報を分析・活用するためのデータベース・マーケティ

ング、顧客情報の収集や分析、PDCAサイクルの運用、個人情報の保護な

どを学びます。顧客情報を正しく収集・分析・検証し、顧客への理解を深

めましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-075 〇 2021年改訂_ゲーム理論とは？Ⅰ 1:00:00 スコーム

戦略思考の道具として使えるゲーム理論について、ゲーム理論とは何かと

いうことから、ゲームの分類、ナッシュ均衡の概要とシミュレーション、

囚人のジレンマの概要とシミュレーション、囚人のジレンマの回避につい

て解説します。ゲーム理論を理解して相手との駆け引きを優位に進めま

しょう。

1 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-076 〇 2021年改訂_ゲーム理論とは？Ⅱ 1:00:00 スコーム

本講座の「ゲーム理論Ⅱ」では、「ゲーム理論Ⅰ」で学習したことを応用

し、ミニマックス戦略の概要とシミュレーション、有効な考え方、部分

ゲーム完全均衡の概要とシミュレーション、情報不完備ゲームの概要とシ

ミュレーションを解説します。ゲーム理論を理解して相手との駆け引きを

優位に進めましょう。

1 -
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マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-015 〇 ミドルマネジメントのための経営戦略講座 0:57:19 動画

本講座では、ミドルマネジメントがトップから提示される経営戦略を読み

解き、適切に翻訳したうえで部下に伝える技術を身に着けることができま

す。また示された経営戦略を読み解くだけでなく、次のステップとして

PEST分析、5Force、バランススコアカードなどのフレームワークを活用

して、自身で戦略をたてる方法を解説します。

16 -

マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-016 〇 サステナビリティ経営とSDGs入門 0:14:01 動画

企業活動の目的は、経済価値と社会価値を共に向上させることにありま

す。社会価値を向上させるための課題解決の指針となるSDGsを具体例を

交えながら学び、サステナビリティ経営に自分の業務・役割を通していか

に寄与すべきかを考えます。

1 -

マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-017 〇 シナリオ・プランニング 1:36:23 動画

シナリオ・プランニングは、「もし、事業環境に想定していなかった変化

が起きたらどうなるか」を深く考えることにより、組織の戦略策定プロセ

スを強化していくための強力なツールです。企業を取り巻く環境の不確実

性が著しく高まっている現代において、環境変化を捉え、変化に対応した

戦略立案を行う視点を学びます。

8 -

マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-018 〇 2021年改訂_今日から使える経営分析の手法とは？ 1:00:00 スコーム

経営分析は自社の状態を把握するだけでなく、融資・投資先を選定する際

にも有効な手段です。本コースでは「経営分析とは？」ということから、

安全性分析・収益性分析・成長性分析・効率性分析の概要、分析する際の

指標、経営分析の留意点などを解説します。情報を有効活用して、企業の

状態を正しく把握しましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-019 〇 2021年改訂_SWOT分析の活用法を知る 1:00:00 スコーム

SWOT分析は企業の長所と短所を分析するための手法です。本コースで

は、「SWOT分析とは」ということから、外部環境分析、内部環境分析、

コア・コンピタンス、SWOT分析の使い方についてケーススタディを交え

て解説します。企業の強み・弱みを把握して企業の競争力を高めましょ

う。

1 〇

マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-020 〇 2021年改訂_経営戦略から見た情報化戦略を知る 1:00:00 スコーム

本コースでは、企業における経営戦略の位置付けや必要性、経営戦略の構

成、SWOT分析の概要、CSF（重要成功要因）、BSCの考え方など、経営

戦略の基本的な知識と、経営戦略から情報化戦略へ展開するときの戦略の

図式化、ビジネスモデルをビジネスのプロセスに着目して図式化する手法

を解説します。

1 〇

マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-021 〇 2021年度改訂_企業における収益性の捉え方と高め方 1:00:00 スコーム

本コースでは、マーケティング・コンセプトの変遷、外部環境と内部環

境、ファイブフォースモデル、ポーターの3つの戦略、ドメインの定義、

アンゾフの成長ベクトル、競争地位別戦略、製品差別化のマーケティン

グ、ポジショニングマップ、市場細分化について解説します。マーケティ

ングの理解を深めましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-022 〇 2021年改訂_リーダーとしての利益思考の身につけ方 1:00:00 スコーム

リーダーになると企業の利益を意識した行動が求められます。本コースで

は、売上と利益の違い、利益・売上・費用の関係、利益の計算方法、損益

分岐点の概要と損益計算、CVP、費用の分類など、利益を考える際に必要

な知識・考え方を解説します。リーダーとして必要な利益思考を身に着け

ましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-023 〇
2021年改訂_管理者・リーダー必須の経営分析のイロハを学

ぶ
1:00:00 スコーム

管理者・リーダーになると企業の状態を正しく把握することが求められま

す。本コースでは管理者・リーダーになる方を対象に、経営分析の代表的

な4つの指標である収益性分析・生産性分析・成長性分析・安全性分析に

ついて解説します。代表的な指標を理解して、有用な情報を手に入れま

しょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-024 〇 2021年改訂_「競争地位別戦略」の活用法を知る 1:00:00 スコーム

経営戦略理論の１つである「競争優位の戦略」について、「競争地位と

は」ということから、競争地位別戦略の概念、リーダーの戦略、チャレン

ジャーの戦略、フォロワーの戦略、ニッチャーの戦略について、ケースス

タディを交えて具体的に解説します。競争地位別戦略の理解を深めましょ

う。

1 〇
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マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-003 〇 ざっくりわかるM&A入門 1:15:47 動画

M&Aの仕組みやプロセスを大まかに把握することで、M&Aは一部の有力

企業のみが用いる高度で複雑な経営手法ではなく、どんな企業でも手軽に

活用できる提供範囲の広い経営手法であることを学習しましょう。本コー

スでは、自らの企業の戦略的展開に役立つM&Aの利用の仕方を考える眼

を養います。

7 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-004 〇 真田家に見る！小が大に勝つ原則 1:30:26 動画

真田家は常に敵よりも少ない兵で敵軍を打ち破って来ました。本コースで

は、戦国時代と市場競争パターン、真田昌幸の大局眼から学ぶ問題解決や

ゲーム理論などの視点、ランチェスター法則から紐解く真田家の「小が大

に勝つ」原則を解説します。真田家から現代ビジネスで生き残る術を学び

ましょう。

8 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-005 〇 武田・上杉に見る！経営手腕とその手法 1:25:31 動画

戦国最強の軍団を率いた武田信玄、軍神と称された上杉謙信。生涯のライ

バルとして比較される二人の戦国武将の、合戦と領国経営で見せた手腕か

ら、その思想を学びます。あと一歩のところで天下を獲れなかった二人の

武将の生きざまからビジネスのヒントを掴み、ビジネスにおいて何を大切

にすべきか学びましょう。

8 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-006 〇 織田信長に見る！天下布武の真の意味と経済政策 1:53:54 動画

織田信長の合戦における勝利の要因を解析すると、現代のビジネスでも有

用な競争戦略が潜んでいます。また、政治や経済の政策には人材の登用や

市場の作り方など、現代人が学ぶべき要素が数多く含まれています。本

コースでは、史実から読み解ける、ビジネスに生かせる様々な有用な知恵

について解説します。

6 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-007 〇 豊臣秀吉に見る！発想力と処世術 1:53:38 動画

豊臣秀吉はなぜ一介の百姓から天下人までの大出世を遂げることができた

のでしょうか？本コースでは、秀吉の人間力とリーダーとしての資質がい

かに出世にとって大切であったかを解説します。また、秀吉のあとに続い

た家康が、秀吉のどの部分を反面教師にして幕藩体制を築いたのかについ

ても解説します。

11 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-037 〇 最も儲かる価格決定法 1:00:36 動画

収益を上げるための最大のポイントは「価格」の決定にあります。この講

座ではまず、なぜ価格を上げることが重要なのか、そして価格を上げるた

めにはどんな方法をとったらいいのかをわかりやすく解説します。今まで

考えてみなかった方法で価格を上げるためのヒントを得るために、この講

座をぜひご活用ください。

4 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-038 〇 これからのビジネスにおけるSDGs経営講座 0:43:18 動画

本講座では、2019年に経済産業省から発表され、近年ますます注目を集

める「SDGs経営」について解説しています。2030SDGs公認ファシリ

テーターの佐藤講師が、SDGsの基礎基本から、ESGをはじめとした企業

のSDGs経営の取り組み方について詳しく説明します。国際的にも認知さ

れつつあるSDGs経営について理解し、企業の成長を目指しましょう。

5 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-039 〇 マーケティング戦略策定のプロセス 0:22:34 動画

マーケティング戦略を再考したり、イチから策定したりする場合、一連の

プロセスにそって考えをまとめていくと精度が高まります。マーケティン

グの細部を検討する前に、まずは策定のプロセスを理解しましょう。

2 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-040 〇 BtoBマーケティングの勘所 0:16:02 動画

マーケティング戦略策定のプロセスは消費者対象と変わりませんが、法人

対象の場合は、いくつかの点で取り組みに違いがあります。本講座では、

BtoBマーケティングの実施ステップ、特性や留意点について解説しま

す。

1 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-041 〇 新興国へのマーケティング戦略 0:34:48 動画

新興国へのマーケティングは、日本国内向けの施策とは全く異なったアプ

ローチが必要です。将来、海外市場、とりわけ新興国への参入を検討され

ている方は、本講座で、市場、顧客の特徴や、進出企業の取り組みなどを

おさえておくとよいでしょう。

3 -
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マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-042 〇 経営戦略の基本フレーム 1:14:06 動画

本講座では、戦略立案・遂行に有用な概念、そして様々なフレームワーク

を学びます。

戦略を立案するにあたっての分析ツールを理解し、それらを適切な場面で

使えるようになることを目指します。

5 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-043 〇 マイケル・ポーターの基本戦略 0:39:49 動画

本講座では、ポーターの基本戦略（コストリーダーシップ戦略、差別化戦

略、集中戦略、および自社の競争的地位に基づく戦略）を中心に解説しま

す。本講座は戦略の定石といえる内容ですので、必ずおさえておきましょ

う。

6 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-044 〇 ブルーオーシャン戦略_2017改定版 1:11:16 動画

ブルーオーシャン戦略は、競争しないで戦う、つまり新たな市場を創造し

ていく戦略です。本講座でブルーオーシャン戦略とはどういうものか、戦

略の立て方やプロセスを理解し、実務に応用してみてください。

8 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-045 〇 ざっくりわかるIPO入門 1:12:23 動画

IPOを目指している企業の方、IPOをしようかどうか悩んでいる企業の

方、IPOについての知識を純粋に身につけようという方にIPOの実態、そ

のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説いたします。

6 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-046 〇 バリューチェーンの構築 0:52:51 動画

1つの製品が顧客のもとに届くまでには、さまざまな業務活動があり、各

活動のプロセスにおいて価値を付与していくことが求められます。ここで

は、オペレーションとマーケティングに着目してポイントを解説いたしま

す。また、バリューチェーンの再構築についても論じてまいります。

5 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-047 〇 ビジネスモデルとは 0:35:14 動画

「儲けの仕組み」を構築するには？利益はどのようにして生み出されるの

か？本講座では、利益の構造を理解して利益モデルを検討した上で、ビジ

ネスモデルをどのように組み立てていくのかについて指南いたします。

3 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-048 〇 事業アイデアの発想法 0:49:26 動画

事業化可能なアイデアを生み出すためには、単に思いつくまま思考を巡ら

せるのではなく、いくつかの手順や手法を活用して広く検討し、最後には

候補を絞っていくことが必要です。本講座ではアイデアの発想法として、

いくつかのフレームワークや考察のための手法をご紹介します。

4 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-049 〇 徳川家康に見る！幕藩体制と家康人生観 1:29:33 動画

人を大切にし上手く使う、そして体制維持のためのさまざまなアイデアを

形にするなど、その功績には目を見張るものがあります。合戦上手で知ら

れる家康が、どのようにして政治、経済で成功を収めていったのか、264

年におよぶ幕藩体制の基礎を築いた徳川家康の生涯から、現代のビジネス

に通じる処世術を学び取ります。

8 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-050 〇 ゲーム理論 1:26:04 動画

ゲーム理論は、利害の対立する相手がこちらを出し抜こうとしているのを

承知したうえで、さらにその上をいく戦略的思考を可能にする考え方で

す。国家間の外交戦略や労使交渉、就職活動における面接対策など、幅広

い分野で適用することができます。本講座では、ゲーム理論を分かりやす

く解説いたします。

12 -

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-051 〇 2021年改訂_IPOって何だろう？ 1:00:00 スコーム

IPO（新規株式公開：Intial Public Offerling）について、IPOや株式市場

の概要、株式上場のメリット・デメリット、上場審査や関連する機関の役

割、上場のスケジュールや費用など、株式市場や上場に関連する基本的な

知識を解説します。上場準備に必要な知識を身に着けましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-052 〇 2021年改訂_ＣＳＲ(企業の社会的責任)入門 1:00:00 スコーム

CSR（企業の社会的責任：Corporate Social Responsibility）について、

定義と究極的目標、CSRの社会面・経済面・環境面からのアプローチ、世

界の地域別展開、CSRのためのガイドライン、ステークホルダーとCSR、

CSR実践の今後の方向性について解説します。

1 〇
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マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-053 〇 2021年改訂_わかりやすい環境知識と環境ISOを学ぶ 1:00:00 スコーム

消費者や社会のニーズが環境問題に注目している今、企業経営の中で環境

問題は重要な位置を占めつつあります。本コースでは環境問題の概要や

ISO14000シリーズの概要や誕生の背景、取得までの流れ、メリット、

ISO14000取得の流れと社員としての心得、PDCAサイクルを解説しま

す。

1 〇

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-054 〇 2021年改訂_経済指標を学ぶ 1:00:00 スコーム

経済活動を把握するための経済指標について、経済指標の概要やGDPと

GNI、経済成長率、三面等価の原則、景気を見る指標、物価・金融・対外

関係を見る指標などを解説します。日本経済の良し悪しを判断する方法を

理解し、企業を取り巻く外部環境を分析することができるようになりま

しょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-055 〇 2021年改訂_入門・企業の組織再編とM&A 1:00:00 スコーム

本コースでは、企業買収の目的や企業の競争力を強化するための組織再編

の方法、合併、事業譲渡、株式交換・株式移転、敵対的買収の手法、敵対

的買収の予防策など、企業の組織再編とM&amp;Aの基本的な知識につい

て解説します。企業買収の理解を深め、敵対的買収の対策を講じられるよ

うになりましょう。

1 〇

マーケティング・経営戦略
マーケティング・経営戦略（その

他）
MARK03-056 〇 2021年改訂_バランス・スコアカード入門 1:00:00 スコーム

企業のビジョンと戦略の実現に向けて全社一丸となって挑戦するための戦

略思考の革新的なマネジメント・システムであるバランス・スコアカード

について、その概要や基本的フレームワーク、財務の視点、顧客の視点、

社内ビジネス・プロセス、学習と成長の視点、バランス・スコアカードの

効果を解説します。

1 〇

ITスキル プログラミング TECH01-001 〇 プログラミング入門（スライド） 0:20:00 スライド

2020年度から小学校でプログラミング教育が必修が学校の必修科目とな

り、関心が高まっています。「専門用語を一切使わずに、プログラミング

に必要なことを学べる」をテーマに、プログラミングのエッセンスを解説

します。プログラミングの概要とプログラミングの学習フローを理解しま

しょう。

1 -

ITスキル プログラミング TECH01-002 〇 プログラミング入門（動画） 0:25:22 動画

2020年度から小学校でプログラミング教育が必修が学校の必修科目とな

り、関心が高まっています。「専門用語を一切使わずに、プログラミング

に必要なことを学べる」をテーマに、プログラミングのエッセンスを解説

します。プログラミングの概要とプログラミングの学習フローを理解しま

しょう。

4 -

ITスキル プログラミング TECH01-003 〇 Vtuberが教える ｢プログラミングって何？｣（動画版） 0:05:24 動画

プログラミング言語のひとつであるC#について、概要、プログラミング

手順等について学びます。C#プログラミングの基礎を、開発環境Visual 

Studio2017を用いて学んでいきましょう。※【プログラミング講座　

C#2017 基礎① (スライド版)】と同じ内容になります。

1 -

ITスキル プログラミング TECH01-004 〇
プログラミング講座 ｢プログラミングって何？｣（スライド

版）
0:05:00 動画

プログラミング言語のひとつであるC#について、概要、プログラミング

手順等について学びます。C#プログラミングの基礎を、開発環境Visual 

Studio2017を用いて学んでいきましょう。※【Vtuberが教える！プログ

ラミング講座（動画版）】と同じ内容になります。

1 -

ITスキル プログラミング TECH01-005 〇 Vtuberが教える C#2017 基礎① （動画版） 0:22:19 動画

プログラミング言語のひとつであるC#について、概要、プログラミング

手順等について学びます。C#プログラミングの基礎を、開発環境Visual 

Studio2017を用いて学んでいきましょう。※【プログラミング講座　

C#2017 基礎① (スライド版)】と同じ内容になります。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-006 〇 プログラミング講座　C#2017 基礎① (スライド版) 0:22:00 スライド

プログラミング言語のひとつであるC#について、概要、プログラミング

手順等について学びます。C#プログラミングの基礎を、開発環境Visual 

Studio2017を用いて学んでいきましょう。※【Vtuberが教える C#2017 

基礎① （動画版）】と同じ内容になります。

3 -
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ITスキル プログラミング TECH01-007 〇 Vtuberが教える C#2017 基礎② (動画版) 0:17:50 動画

プログラミング言語のひとつであるC#について、ソースファイル作成と

プログラム実行について学びます。C#プログラミングの基礎を、開発環

境Visual Studio2017を用いて学んでいきましょう。※【プログラミング

講座　C#2017 基礎② (スライド版)】と同じ内容になります。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-008 〇 プログラミング講座　C#2017 基礎② （スライド版） 0:18:00 スライド

プログラミング言語のひとつであるC#について、ソースファイル作成と

プログラム実行について学びます。C#プログラミングの基礎を、開発環

境Visual Studio2017を用いて学んでいきましょう。※【Vtuberが教える 

C#2017 基礎２（動画版）】と同じ内容になります。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-009 〇 Vtuberが教える C# 2017基礎③ (動画版) 0:31:23 動画

プログラミング言語のひとつであるC#について、メソッドとコメント、

デバッグとブレークポイントについて、開発環境であるVisual 

Studio2017を用いて学んでいきましょう。※このコースは「プログラミ

ング講座　C#2017 基礎③（スライド版）」と同じ内容になります。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-010 〇 プログラミング講座　C#2017 基礎③ (スライド版) 0:31:00 スライド

プログラミング言語のひとつであるC#について、メソッドとコメント、

デバッグとブレークポイントについて、開発環境であるVisual 

Studio2017を用いて学んでいきましょう。※このコースは「Vtuberが教

える C# 2017基礎③ (動画版)」と同じ内容になります。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-011 〇 Vtuberが教える C# 基礎④ (動画版) 0:33:38 動画

C#プログラミングの基礎である変数の概要・使い方・使用不可の変数

名、データ型の概要・データ型の区分、リテラルの概要・ルールについ

て、開発環境であるVisual Studioを用いて学んでいきましょう。※「プ

ログラミング講座　C# 基礎④ (スライド版)」と同じ内容のコースです。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-012 〇 プログラミング講座　C# 基礎④ (スライド版) 0:33:00 スライド

C#プログラミングの基礎である変数の概要・使い方・使用不可の変数

名、データ型の概要・データ型の区分、リテラルの概要・ルールについ

て、開発環境であるVisual Studioを用いて学んでいきましょう。※

「Vtuberが教える C# 基礎④ (動画版)」と同じ内容のコースです。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-013 〇 IT未経験者のためのHTML入門 1:00:00 スライド

Webページの編集は今や専門職だけでなく事務職にも求められるスキルに

なってきています。このコースではHTMLの概要、HTMLの書き方、CSS

の概要、CSSの使い方など、Webページ編集の基礎知識を学びます。

HTMLを基礎から理解し、業務の幅を広げてステップアップしましょう。

6 -

ITスキル プログラミング TECH01-014 〇 Vtuberが教える C# 基礎① (動画版) 0:23:02 動画

プログラミング言語のひとつであるC#について、概要、プログラミング

手順等について学びます。C#プログラミングの基礎を、開発環境である

Visual Studio2019を用いて学んでいきましょう。※このコースは【プロ

グラミング講座　C# 基礎１（スライド版）】と同じ内容になります。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-015 〇 プログラミング講座　C#  基礎① (スライド版) 0:23:00 スライド

プログラミング言語のひとつであるC#について、概要、プログラミング

手順等について学びます。C#プログラミングの基礎を、開発環境である

Visual Studio2019を用いて学んでいきましょう。※このコースは

【Vtuberが教える C# 基礎１（動画版）】と同じ内容になります。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-016 〇 Vtuberが教える C# 基礎② (動画版) 0:16:21 動画

プログラミング言語のひとつであるC#について、ソースファイル作成と

プログラム実行について学びます。C#プログラミングの基礎を、開発環

境Visual Studio2019を用いて学んでいきましょう。※【プログラミング

講座　C# 基礎② (スライド版)】と同じ内容になります。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-017 〇 プログラミング講座　C#  基礎② (スライド版) 0:16:00 スライド

プログラミング言語のひとつであるC#について、ソースファイル作成と

プログラム実行について学びます。C#プログラミングの基礎を、開発環

境Visual Studio2019を用いて学んでいきましょう。※【Vtuberが教える 

C# 基礎② (動画版)】と同じ内容になります。

2 -
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ITスキル プログラミング TECH01-018 〇 Vtuberが教える C# 基礎③ (動画版) 0:31:20 動画

プログラミング言語のひとつであるC#について、メソッドとコメント、

デバッグとブレークポイントについて、開発環境であるVisual 

Studio2019を用いて学んでいきましょう。※このコースは「プログラミ

ング講座　C# 基礎③ (スライド版)」と同じ内容になります。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-019 〇 プログラミング講座　C#  基礎③ (スライド版) 0:31:00 スライド

プログラミング言語のひとつであるC#について、メソッドとコメント、

デバッグとブレークポイントについて、開発環境であるVisual 

Studio2019を用いて学んでいきましょう。※このコースは「Vtuberが教

える C# 基礎③ (動画版)」と同じ内容になります。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-020 〇 Vtuberが教える C# 基礎⑤ (動画版) 0:30:12 動画

プログラミング言語のひとつであるC#について、条件分岐、if文のコント

ロールの配置や条件の組み合わせ、switch文のコントロールの配置等を、

開発環境であるVisual Studio2019を用いて学びましょう。※このコース

は「プログラミング講座　C# 基礎⑤ (スライド版)」と同じ内容です。

9 -

ITスキル プログラミング TECH01-021 〇 Visual C# 入門 ①環境構築 1:00:00 スライド

Visual C#とは、Microsoft社が提供する、C#というプログラミング言語を

用いて、「.Net Framework」向けのプログラムを開発するための開発環

境のことです。このコースではVisual Studioのインストールと、簡単な

プログラムの作成を行います。シリーズを通してのコースとなりますの

で、続編も引き続きご活用ください。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-022 〇 プログラミング講座　C#  基礎⑤ (スライド版) 0:30:00 スライド

プログラミング言語のひとつであるC#について、条件分岐とは、if文のコ

ントロールの配置や条件の組み合わせ、switch文のコントロールの配置等

を、開発環境であるVisual Studio2019を用いて学びましょう。※この

コースは「Vtuberが教える C# 基礎⑤ (動画版)」と同じ内容です。

9 -

ITスキル プログラミング TECH01-023 〇 Visual C# 入門 ②プログラミングの基礎(デザイン編) 1:00:00 スライド

このコースではVisualStudioを用いて、C#のプロジェクトの作成方法とデ

ザインの基礎について学んでいきます。各レッスンの最後にまとめとして

課題を用意していますのでご活用ください。シリーズを通してのコースと

なりますので、VisualStudioの導入方法については、前講座「Visual C# 

入門 ①環境構築」をご参照ください。

1 -

ITスキル プログラミング TECH01-024 〇 Vtuberが教える C#  基礎⑥ (動画版) 0:12:58 動画

プログラミング言語のひとつであるC#について、反復処理とはというこ

とから、while文とfor文のコントロールの配置、while文とfor文を使った

反復処理の使い方について開発環境であるVisual Studio2019を用いて学

んでいきましょう。※このコースは「プログラミング講座 C#  基礎⑥ (ス

ライド版)」と同じ内容になります。

5 -

ITスキル プログラミング TECH01-025 〇
Pythonの基本アルゴリズム・制御構造（順次・反復・分

岐）・状態遷移表
0:14:50 動画

本講座では、Pythonの基本的な活用法について解説していきます。特

に、アルゴリズムとプログラミングについて、制御構造など用語解説のレ

ベルからご紹介しています。文部科学省の推奨する教員研修用教材をもと

に作成されていますので、これからPythonでプログラミングを始める方

は是非ご活用ください。

1 -

ITスキル プログラミング TECH01-026 〇 プログラミング講座 C#  基礎⑥ (スライド版) 0:13:00 スライド

プログラミング言語のひとつであるC#について、反復処理とはというこ

とから、while文とfor文のコントロールの配置、while文とfor文を使った

反復処理の使い方について開発環境であるVisual Studio2019を用いて学

んでいきましょう。※このコースは「Vtuberが教える C# 基礎⑥ (動画

版)」と同じ内容になります。

5 -

ITスキル プログラミング TECH01-027 〇 Python応用的プログラム（リスト・乱数・関数・WebAPI） 0:21:00 動画

本講座では、Pythonの応用的なプログラミングの活用について解説して

いきます。その中でも特に、リスト、乱数、関数、WebAPIの知識につい

て、用語解説のレベルからご紹介していますので、Pythonの基本を学ん

で次のステップを目指す方は是非ご活用ください。

1 -
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ITスキル プログラミング TECH01-028 〇 初学者のためのPython入門① 0:15:00 スライド

AI(人工知能)・機械学習などの開発に使われているPythonについて、

Pythonとは何か、なぜ使われるのか、どこで使われているのかという基

礎知識と、AI（人工知能）・機械学習・ディープラーニングとは何かを解

説いたします。これからPythonを学ぶ方、AIや機械学習について理解を

深めたい方にオススメです。

6 -

ITスキル プログラミング TECH01-029 〇 Python線形探索と二分探索アルゴリズム 0:11:18 動画

本講座では、プログラミング言語であるPythonの知識の中でも、線形探

索、二分探索など、リストなどの中から必要なデータを探し出す「探索」

の方法や活用法について解説していきます。アルゴリズムやリストといっ

たPythonの基礎知識を身に着け、次のステップを目指す方は是非ご活用

ください。

1 -

ITスキル プログラミング TECH01-030 〇 Java入門 ①開発の準備 1:00:00 スライド

Javaとは、プログラミング言語別の求人数第1位であり、世界的に見ても

使用されている言語です。

このコースでは、プログラミングをはじめて学習する方でも理解できるよ

う、できるだけわかりやすくJavaについて説明し、Javaの代表的な開発環

境であるEclipseの準備まで行います。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-031 〇 Python二分探索Pythonプログラム修正 0:06:16 動画

本講座では、線形探索、二分探索などから、さらに完成したプログラムを

試験、修正する方法について解説していきます。手法の解説だけでなく、

プログラムの失敗がどのような事態につながるか、プログラミングを行う

人間としての心がまえについても触れていますので、これからプログラミ

ングを始める方は是非ご活用ください。

1 -

ITスキル プログラミング TECH01-032 〇 Python & 機械学習入門コース 9:02:14 動画

本講座では、Pythonにおける機械学習の基礎について解説していきま

す。機械学習について、必要な数学はなにかの確認から、AI・機械学習・

ディープラーニングの概念、スケーリング、モデルの構築、回帰分析な

ど、機械学習の基礎を網羅的に学習することができます。機械学習の基本

的なノウハウを身に着け、実務に生かしましょう。

53 -

ITスキル プログラミング TECH01-033 〇 Java入門 ②Javaの基本 1:00:00 スライド

このコースではEclipseを用いて、Javaのプロジェクトの作成方法から、

算術演算子や型変換までを学んでいきます。各レッスンの最後にまとめと

して課題を用意していますのでご活用ください※Eclipseの導入方法につ

いては、前講座「Java入門 ①開発の準備」をご参照ください。

5 -

ITスキル プログラミング TECH01-034 〇 Java入門 ③条件分岐と繰り返し 1:00:00 スライド

このコースではEclipseを用いて、Javaの条件分岐、処理の繰り返し、配

列についてを学んでいきます。各レッスンの最後にまとめとして課題を用

意していますのでご活用ください。　※Eclipseの導入方法については、

「Java入門 ①開発の準備」をご参照ください。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-035 〇 Java入門 ④算数ドリルを作ろう 1:00:00 スライド

Java入門最後のコースです。このコースでは、今まで学んできたfor文、if

文を用いてコンソールアプリで算数ドリルを作成します。開発環境は

Eclipseを推奨しています。

※Eclipseの導入方法については、「Java入門 ①開発の準備」をご参照く

ださい。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-036 〇
リレーショナルデータベース【高校 情報１】SQLをORALCE

クラウドのADWを使って実践してみた
0:09:38 動画

本講座では、リレーショナルデータベースの特徴とSQLについての説明

と、多く使われているORACLEクラウドのADWを使ったテーブル操作の

解説をしていきます。データを一つ一つ修正していくと、漏れが生じるこ

とがありますが、SQLを使えば漏れなく簡単にできます。動画を観ながら

実践してみましょう。

1 -

ITスキル プログラミング TECH01-037 〇 Visual C# 入門 ③プログラミングの基礎(イベント編) 0:20:00 動画

このコースではVisualStudioを用いて、C#のイベントについて学んでいき

ます。各レッスンの最後にまとめとして課題を用意していますのでご活用

ください。※VisualStudioの導入方法については、前講座「Visual C# 入

門 ①環境構築」をご参照ください。

1 -
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ITスキル プログラミング TECH01-038 〇
Visual C# 入門 ④プログラミングの基礎(コーディングの基礎

-1)
1:20:00 動画

このコースではVisualStudioを用いて、C#のコーディングの基礎について

学んでいきます。各レッスンの最後にまとめとして課題を用意しています

のでご活用ください。※VisualStudioの導入方法については、前講座

「Visual C# 入門 ①環境構築」をご参照ください。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-039 〇
Visual C# 入門 ⑤ プログラミングの基礎(コーディングの基

礎-2)
1:30:00 動画

このコースではVisualStudioを用いて、C#のコーディングの基礎について

学んでいきます。Visual C# 入門 ④プログラミングの基礎(コーディング

の基礎-1)の続きとなっていますので、まだ未受講の方はそちらを先に受

講することをお勧めします。各レッスンの最後にまとめとして課題を用意

していますのでご活用ください。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-040 〇 Go超入門コース 1:39:55 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるGo言語について、その

成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。Go言語の成り

立ちや環境の構築方法、変数や条件分岐といった基本知識を解説したうえ

で、章末には実践編にも挑戦してみましょう。一つの言語を学習すること

は他の言語学習にも繋がります。

16 -

ITスキル プログラミング TECH01-041 〇 Java超入門コース 1:21:07 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるGo言語について、その

成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。Go言語の成り

立ちや環境の構築方法、変数や条件分岐といった基本知識を解説したうえ

で、章末には実践編にも挑戦してみましょう。一つの言語を学習すること

は他の言語学習にも繋がります。

15 -

ITスキル プログラミング TECH01-042 〇 JavaScript超入門コース 1:26:43 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるJava Scriptについて、そ

の成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。Java Scriptの

成り立ちや環境の構築方法、変数や条件分岐といった基本知識を解説した

うえで、章末には実践編にも挑戦してみましょう。一つの言語を学習する

ことは他の言語学習にも繋がります。

15 -

ITスキル プログラミング TECH01-043 〇 Kotlin超入門コース 1:34:37 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるKotlinについて、その成

り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。Kotlinの成り立ち

や環境の構築方法、変数や条件分岐といった基本知識を解説したうえで、

章末には実践編にも挑戦してみましょう。一つの言語を学習することは他

の言語学習にも繋がります。

15 -

ITスキル プログラミング TECH01-044 〇 Matplotlib&Seaborn超入門コース 2:21:20 動画

データ分析や学習結果、計算過程の推移をグラフにして視覚化するときに

よく使われているのが「Matplotlib」というグラフ描画ライブラリです。

本講座では、MatplotlibとSeabornについて、開発環境の準備から、デー

タ可視化のための基本テクニック、APIの使い方まで解説しており、より

美しいグラフ表現が学べます。

11 -

ITスキル プログラミング TECH01-045 〇 Pandas超入門コース 3:26:56 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるPandasについて、その

成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。Pandasの成り

立ちやJupyter Labの使い方、ファイルの読み書きやデータ集計といった

基本知識を解説したうえで、章末には実践編にも挑戦してみましょう。一

つの言語を学習することは他の言語学習にも繋がります。

14 -

ITスキル プログラミング TECH01-046 〇 PHP超入門コース 1:02:03 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるPHPについて、その成り

立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。PHPの成り立ちや環

境構築の方法、変数や演算子といった基本知識を解説したうえで、章末に

は実践編にも挑戦してみましょう。一つの言語を学習することは他の言語

学習にも繋がります。

12 -

ITスキル プログラミング TECH01-047 〇 Python超入門コース 1:27:37 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるPythonについて、その

成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。Pythonの成り

立ちや環境構築の方法、変数や演算子といった基本知識を解説したうえ

で、章末には実践編にも挑戦してみましょう。一つの言語を学習すること

は他の言語学習にも繋がります。

15 -
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ITスキル プログラミング TECH01-048 〇 Ruby超入門コース 1:26:00 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるRubyについて、その成

り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。Rubyの成り立ち

や環境構築の方法、変数や演算子といった基本知識を解説したうえで、章

末には実践編にも挑戦してみましょう。一つの言語を学習することは他の

言語学習にも繋がります。

15 -

ITスキル プログラミング TECH01-049 〇 SQL超入門コース 2:52:59 動画

SQLとはRDBMS（リレーショナルデータベース管理システム）のソフト

ウェアを操作・制御する国際標準のデータベース言語のことです。本講座

では、SQLの基本知識や、SQLでできることなどを解説していきます。プ

ログラミング言語ではありませんが、データベース言語として必須の言語

となりますので、ぜひ学習してください。

24 -

ITスキル プログラミング TECH01-050 〇 Visual C# 入門 ⑥プログラミングの基礎（メソッド編） 1:00:00 スライド

このコースではVisualStudioを用いて、C#のメソッドの作成方法について

学んでいきます。各レッスンの最後にまとめとして課題を用意しています

のでご活用ください。※VisualStudioの導入方法については、前講座

「Visual C# 入門 ①環境構築」をご参照ください。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-051 〇 Sass講座　導入編① 0:13:20 動画

本講座では、Sassをこれから導入する方、スキルを身に着けたい方に向

けて、その概要や導入方法について学習していきます。Sassとは、CSS

を拡張して扱いやすくしたスタイルシートのことですが、本講座では特

に、このようなSassやSCSSについての基礎知識をレクチャーしていきま

す。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-052 〇 Sass講座　導入編② 0:39:07 動画

本講座では、導入編①に引き続き、Sassを実際に使用していく方法につ

いて解説していきます。本講座では特に、AtomやGulp、Dream Weaver

などの基本的なツールのインストールや設定といった環境構築の方法がメ

インとなります。Sassスキルを身に着けるにあたって、基本的な環境構

築の方法を身につけましょう。

7 -

ITスキル プログラミング TECH01-053 〇 Sass講座　基礎編① 0:13:06 動画

本講座では、Sassをこれから導入する方、スキルを身に着けたい方に向

けて、実践的な使用方法について解説していきます。本講座では特に、ネ

ストといった入れ子構造や、セレクタについて解説していきます。※導入

や設定につきましては、「Sass講座　導入編①・②」を参照してくださ

い。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-054 〇 Sass講座　基礎編② 0:15:27 動画

本講座では、基礎編①に引き続き、Sassをこれから導入する方、スキル

を身に着けたい方に向けて、実践的な使用方法について解説していきま

す。本講座では基礎編①でも取り扱ったネストやセレクタについてのレク

チャーの続きとなります。※導入や設定につきましては、「Sass講座　

導入編①・②」を参照してください。

4 -

ITスキル プログラミング TECH01-055 〇 Sass講座　基礎編③ 0:17:50 動画

本講座では、Sass講座基本編①・②に引き続き、Sassをこれから導入す

る方、スキルを身に着けたい方に向けて、実践的な使用方法について解説

していきます。本講座では特に、変数と演算の基本を学んでいきます。変

数の基本からスコープ、演算の基本までを解説していきますので、実務に

活かせるよう学んでいきましょう。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-056 〇 Sass講座　基礎編④ 0:15:28 動画

本講座では、Sass講座基本編①・②・③に引き続き、Sassの実践的な使

用方法について解説していきます。本講座では特に、ネストやCSSといっ

たファイルの分割やインポートについてレクチャーしていきます。Sass

講座基本編のまとめもついていますので、これまでの基本編と合わせて学

習してください。

4 -

ITスキル プログラミング TECH01-057 〇 Sass講座　応用編① 0:25:09 動画

本講座では、Sass講座基本編に引き続き、より応用的なSassのテクニッ

クについて解説していきます。本講座では特に、ミックスインと継承につ

いて解説していきます。ミックスインとは、CSSのスタイルを定義してお

いて、別の場所でそのスタイルを使い回せる機能のことで、Sassでの作

業を大幅に効率化することができます。

5 -
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ITスキル プログラミング TECH01-058 〇 Sass講座　応用編② 0:15:15 動画

本講座では、Sass講座応用編①に引き続き、ミックスインと継承につい

て解説していきます。本講座では特に、継承というテクニックの基本か

ら、複数継承と継承の連鎖、ミックスインとの違いや使い分けについて解

説していきます。ミックスインとの組み合わせを利用して、作業を効率化

していきましょう。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-059 〇 Sass講座　応用編③ 0:14:34 動画

本講座では、応用編①・②に引き続き、変数についてさらに詳しく、変数

の持つ「型」や、Sassの中で変数を扱う場合に便利なインターポレー

ションという機能と使い方、変数の振る舞いをコントロールす

る、!defaultと!globalについて解説していきます。Sassにおける変数の知

識を身につけましょう。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-060 〇 Sass講座　応用編④ 0:12:17 動画

本講座では、応用編①～③に引き続き、条件分岐と繰り返し処理について

解説していきます。本講座では特に、条件によって処理を分岐させる@if

の構文や、繰り返しの処理を行う@for、@while、@eachの構文について

レクチャーしていきます。Sassにおける条件分岐や繰り返し処理につい

て学んでいきましょう。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-061 〇 Sass講座　応用編⑤ 0:14:13 動画

本講座では、応用編①～④に引き続きSassにおける関数と関数の使い方

について解説しています。本講座では特に、Sassの組み込み関数のう

ち、文字や数値を処理する関数、色を処理する関数、配列を処理する関数

についてレクチャーしていきます。Sassにおける関数の知識を身につけ

ましょう。

4 -

ITスキル プログラミング TECH01-062 〇 はじめてのPython Webスクレイピング【前編】 0:38:47 動画

本講座では、これからWebスクレイピングのスキルを身につけたい方や興

味のある方に向けて、HTMLやCSSの知識がなくてもWebスクレイピング

ができるようになる基礎的な内容についてレクチャーしていきます。本講

座は、Webスクレイピングとは何か、HTMLとは何かという知識を身につ

けられるような内容となっています。

12 -

ITスキル プログラミング TECH01-063 〇 はじめてのPython Webスクレイピング【後編】 0:58:14 動画

本講座では、前編に引き続き、Pythonを使ったWebスクレイピングのや
り方についてレクチャーしていきます。本講座では、CSSについての知識
や演習、そして実際にWebスクレイピングのやり方について手を動かし
ながら学習します。ダウンロード資料を確認しながら実際にWebスクレ
イピングを体験してみましょう。

15 -

ITスキル プログラミング TECH01-064 〇 Sass講座　応用編⑥ 0:11:09 動画

本講座では、Sass講座応用編①～⑤に引き続き、Sassのスキルについて

レクチャーしていきます。本講座では特に、Sassの組み込み関数ではな

く、独自に関数を定義する方法と作成した関数の使い方や、Sassのデ

バッグ時に使える、@debug、@warn、@errorディレクティブについて解

説しています。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-065 〇 Sass講座　応用編⑦ 0:15:25 動画

本講座では、Sass講座応用編①～⑥に引き続き、Sassのスキルについて

レクチャーしていきます。本講座では特に、総合フレームワークや、

Sassの機能を拡張するフレームワーク、ボタンや文字など特定のパーツ

に特化したフレームワーク、Sassを採用したグリッドレイアウトなどを

提供するフレームワークを紹介していきます。

4 -

ITスキル プログラミング TECH01-066 〇 Sass講座　実践編① 0:24:21 動画

本講座では、これまでのSass講座基礎①～④、応用①～⑦の集大成とし

て、Sassでの開発における実践的なスキルをレクチャーしていきます。

本講座では特に、Sassを使ったサンプルのWebページを実装、Sass Lint

についての概要と使い方、Post CSSについて概要と使い方、デバッグに

必要な開発者ツールの使い方とソースマップについて解説します。

4 -

ITスキル プログラミング TECH01-067 〇 Sass講座　実践編② 0:29:58 動画

本講座では、これまでのSass講座基礎①～④、応用①～⑦の集大成とし

て、Sassでの開発における実践的なスキルをレクチャーしていきます。

本講座では特に、実際のWebページの開発で、ネスト、変数と演算、関

数、ミックスインと継承をどのように使うか解説していきます。

3 -
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ITスキル プログラミング TECH01-068 〇 Sass講座　実践編③ 0:20:58 動画

本講座では、これまでのSass講座基礎①～④、応用①～⑦の集大成とし

て、Sassでの開発における実践的なスキルをレクチャーしていきます。

特に、実際のWebページの開発での条件分岐や繰り返し処理などの制御

ディレクティブの使い方、レスポンシブ対応を行う方法を解説します。ま

た、最後の全体を通してのまとめもついています。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-072 〇 一緒に手を動かして学ぶHTML基礎講座① 0:30:23 動画

HTMLとは、Webページを作るための言語の一つです。この動画では、

HTMLとはどんな言語なのかなどの基礎から、「h1タグ」「pタグ」

「imgタグ」、インデントや要素、headタグの記述方法を解説します。動

画にあわせて記述いただくだけでHTMLをマスターできます。

3 -

ITスキル プログラミング TECH01-073 〇 一緒に手を動かして学ぶHTML基礎講座② 0:32:52 動画

HTMLの学習に頻出する「タグ」と「属性」という単語の意味や、関係性

について理解することは大切です。この動画では、表を作るときに使う

tableタグ・リストを作るときのlistタグ、それぞれの記述方法と文字実態

参照について解説します。リストや表を使うことでより分かりやすいWeb

ページが作成できます。

2 -

ITスキル プログラミング TECH01-074 〇 一緒に手を動かして学ぶHTML基礎講座③ 0:27:43 動画

本講座では、HTMLでリンクを設定する方法を解説していきます。サイト

内の別ページや外部サイト、あるいは同じページの別の箇所へのリンク設

置など、それぞれ画面を見ながらご説明します。リンクの設置により、そ

のWebページの汎用性が高まり、ユーザーにとっての有益性を上げること

ができます。

1 -

ITスキル プログラミング TECH01-075 〇 一緒に手を動かして学ぶHTML基礎講座④ 0:33:16 動画

この動画では、headerタグ・footerタグ・navタグ・asideタグ・section

タグの効果的な仕様方法や、Googleマップを埋め込む方法、videoタグを

使用して動画を埋め込む方法を解説します。YouTubeにアップされている

動画の埋め込み方法も合わせて見ていきましょう。

2 -

ITスキル ITパスポート TECH04-013 〇
【ITパスポート】受験メリット・取得方法／ITの国家試験と

は？
0:03:55 動画

本講座では、国家資格であるITパスポート試験や資格取得のメリットにつ

いて解説していきます。ITパスポート試験の取り扱い分野、取得方法をは

じめ、各分野がどのように役立つのかを分かりやすく紹介します。すでに

資格取得を目指している方はもちろん、これから取得したいと考えていた

方はぜひご活用ください。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-014 〇
ITパスポート／ストラテジ系・絶対おさえたいビジネス基礎

用語
0:04:21 動画

本講座では、ストラテジ系におけるビジネスについての基礎用語について

解説していきます。ビジネスを発展させるには、ITは欠かせません。その

ためまずはビジネスの基礎をとなる用語、特に「営業」「事業」「ビジネ

スモデル」についてわかりやすく解説しています。改めてビジネスについ

ての理解を深めていきましょう。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-015 〇 ITパスポート／損益分岐点”分析”してみよう！ 0:03:24 動画

本講座では、損益分岐点分析について解説していきます。損益分岐点売上

高は、変動費率、固定費などとともに経営状況や売り上げを立てる際の分

析に用います。損益分岐点売上高について改めて確認したい方は「損益分

岐点”売上高”を求めよう！」を併せてご活用ください。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-016 〇 ITパスポート／組織の成立ち　職能別組織と事業部制組織 0:05:03 動画

本講座では、企業における組織構成や人的資源管理について解説していき

ます。組織構成は主に、職能別組織と事業部制組織に分けられますが、そ

れぞれの組織構成には特徴があります。また、人的資源管理の考え方と人

材教育についても解説していますので、OJTなどの教育方法、各特徴につ

いて改めて理解していきましょう。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-017 〇
損益分岐点”売上高”を求めよう！／ITパスポート・基本情報

技術者試験
0:05:43 動画

本講座では、損益分岐点売上高の2つの解法について解説していきます。

ITパスポート試験では、損益分岐点売上高を求める問題がよく出題されま

す。公式を用いて問題を解く方法と、数学的アプローチから解く方法を紹

介しているので、ご自身の好みや解きやすさを知り、着実に求められるよ

うにしましょう。

1 -
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ITスキル ITパスポート TECH04-018 〇 ITパスポート／CSRとは？利益以外の会社の役割 0:05:52 動画

本講座では、利益以外の企業の役割や取り組みについて解説していきま

す。CSRやダイバーシティ、SDGsなどの用語がたくさん出てきますが、

それぞれの背景となる考え方を理解しておくことは非常に重要です。ほか

にも、SRI、コンプライアンスについても解説しているので、企業の社会

的役割についてしっかり学んでいきましょう。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-019 〇 ITパスポート／企業会計の基礎知識 0:03:02 動画

本講座では、ITパスポート出題範囲となる企業会計の全体感について解説

していきます。企業会計は、管理会計と財務会計に分けらます。企業と株

主・銀行・監査との関係性について図説しています。企業会計の全体や各

会計のキーワードを本講座で理解し、別の講座で詳しく解説していきます

ので、併せてご活用ください。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-020 〇
ITパスポート／損益計算書(P/L)から読み解く「利益率」求め

方
0:03:07 動画

本講座では、ITパスポート取得に向けて、損益計算書(P/L)から読み解く

「利益率」を求める方法について解説していきます。損益計算書(P/L)は

社外向け財務会計書のひとつですが、株主や銀行とのやり取りには必須の

ものとなります。本講座にて、損益計算書(P/L)から利益率を求める方法

を理解しましょう。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-021 〇
ITパスポート／貸借対照表(B/S)から読み解く「自己資本比

率」求め方
0:03:51 動画

本講座では、社外向け決算書となる財務会計のうち、「貸借対照表

（B/S）」の読み解き方と「自己資本比率」の求め方について解説してい

きます。自己資本比率がわかると、その企業への期待度がわかります。ま

ずは貸借対照表の構造を理解したうえで、店舗購入を事例に自己資本比率

を求めてみましょう。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-022 〇 ITパスポート／キャッシュフロー計算書(C/F) 0:02:31 動画

本講座では、社外向け決算書となる財務会計のうち、キャッシュフロー計

算書（C/F）について解説していきます。キャッシュフロー計算書とは、

期初から決算までの、現金の流入・流出を計算したものです。会社の経営

状況を客観的に把握するために、C/Fの基礎知識や活用法を理解していき

ましょう。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-023 〇
ITパスポート／ B/S、P/L、CF【３つのお金の流れを理解し

よう！】
0:08:56 動画

本講座では、B/S、P/L、CFのお金の流れ・関わりを、①B/SとP/L、②

B/SとCF、③P/LとCF、それぞれのお金の流れと相関関係について解説

します。この3つは総称して財務三表と呼ばれ、会社の財務状況や経営状

況・お金の流れを確認、把握するために非常に重要なものとなります。3

つの違いや関係性について理解を深めていきましょう。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-024 〇
ITパスポート／知的財産権（著作権・産業財産権＞特許権・

実用新案権・意匠権・商標権）
0:03:52 動画

本講座では、知的財産権について解説していきます。ITパスポート試験で

は、知的財産権についての問題が出題されます。著作権の対象・非対象内

容や、特許庁への申請が必要な産業財産権について詳しく解説していま

す。各権利の種類や対象となるものについて整理し、違いをおさえていく

ことが試験対策にも有効です。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-025 〇 ITパスポート／個人情報を保護する法律 0:04:10 動画

本講座では、個人情報を保護する法律について解説していきます。今回は

主にインターネット上における個人情報保護に関わる法律について解説し

ていきます。不正アクセス禁止法、不正指令電磁的記録に関する罪（ウイ

ルス作成罪）、プロバイダ責任制限法の概要をつかみ、それぞれの違いに

ついて理解を深めていきましょう。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-026 〇 ITパスポート／本人確認のIT技術_認証アクセス管理 0:04:42 動画

本講座では、認証アクセス管理について解説していきます。ワンタイムパ

スワード、シングルサインオンなど、それぞれの認証方法やメリット・デ

メリット、使用場面についてわかりやすく解説します。試験では、2要素

認証と2段階認証の違いについてもよく出題されますので、区別できるよ

うにしましょう。

1 -
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ITスキル ITパスポート TECH04-027 〇
ITパスポート／情報セキュリティの要素_機密性,完全性,可用

性とは？
0:06:51 動画

本講座では、情報セキュリティの要素について解説していきます。ビジネ

スにおいて、「情報が守られている状態」は、国際規格で定められてお

り、本講座ではその7要素について解説します。特に、機密性・完全性・

可用性については混同しやすいため、しっかりと違いを理解し、セキュリ

ティに関する知識を深めましょう。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-028 〇 サイバー攻撃！ 技術的脅威とマルウェア 0:06:08 動画

本講座では、情報セキュリティを脅かすセキュリティホールを狙った技術

的脅威について解説していきます。各サイバー攻撃の種類や流れ、情報セ

キュリティの3要素のうち、脅かされる要素がどれに該当するかを整理し

ながら覚えていきましょう。試験対策だけでなく日常的にインターネット

を使う際にも役立つ知識となります。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-029 〇 ITパスポート／ファイアウォール 0:02:26 動画

本講座では、ファイアウォールとは何か、またそのしくみや概念について

解説していきます。ファイアウォールとは、Webサーバのセキュリティ対

策をするPC機能のことです。ファイアウォールの機能や設定について

知っておくことは、リテラシーの向上と試験対策の自信にもつながりま

す。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-030 〇
ITパスポート／共通鍵と公開鍵。暗号化技術は何のためにあ

るの？
0:02:58 動画

本講座では、暗号化技術である共通鍵と公開鍵について解説していきま

す。暗号化技術は身近な生活の中でも使われているため、どのような仕組

みであるかを知っておくことは重要です。また本講座の内容は、ITパス

ポート試験の中でも難解とされる内容ですので、しっかり理解していきま

しょう。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-031 〇 ITパスポート／IPアドレスとは？サーバーとクライアント 0:03:22 動画

本講座では、IPアドレスの知識をはじめ、サーバーとクライアントの関係

について解説していきます。PCを利用するほぼすべての企業や個人は、

サーバーを利用してインターネットを利用しています。手元のPCでどの

ようにインターネットが利用できるようになっているかといった、サー

バーに関する基礎知識を学びます。

1 -

ITスキル ITパスポート TECH04-032 〇 ITパスポート／ドメインルール／IPアドレス枯渇化対策 0:03:56 動画

本講座では、ブラウザの知識をはじめとして、ドメインメールのしくみ

や、IPアドレスの枯渇問題について解説していきます。現在、どのような

企業・個人においても、PCやインターネットを利用しています。これら

の知識は、PCやインターネットを利用する上で、基礎教養と呼べる知識

となります。

1 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-001 〇 UXデザイン基礎入門ーまずはユーザビリティからー 0:36:57 動画

「使いにくい」という言葉で表現される状況は、より詳細に見ると異なる

性質のものが混在しています。本コースではユーザビリティの定義や概

念、製品仕様とユーザーのイメージのギャップについて解説します。UX

の概念を理解する上で、まずはUXの概念の一部であるユーザビリティに

ついて理解を深めましょう。

7 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-002 〇
UXデザイン基礎入門ーUX（ユーザー・エクスペリエンス）

とはー
0:30:01 動画

機能や性能競争が行き詰まり、差別化や付加価値を求め、「体験」という

価値を売る時代へと変化してきました。本コースでは、UX（ユーザーエ

クスペリエンス）が重要視されるに至った時代の変化、UXの定義や概

念、ユーザビリティとの違い、UXと関連がある様々な概念について解説

します。

6 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-003 〇 UXデザイン基礎入門ーUXデザインとはー 0:05:07 動画

UXデザインとは、ユーザーに意図した体験を提供するために、機能、

サービス、UI等をデザインすることです。そのためには開発のどの段階で

もユーザー視点で考えることが大切です。本コースではUXデザインにつ

いて、製品開発プロセスとの関係を解説します。UXデザインの全体像を

理解しましょう。

1 -
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ITスキル 基礎知識 TECH05-004 〇 UXデザイン基礎入門ー企画検討段階の手法ー 0:33:33 動画

イノベーティブな製品/サービスを提供するためには、ユーザーの潜在

ニーズを発見することが重要です。本コースでは、企画検討段階の手法と

して、潜在ニーズの発見、行動観察、アンケート・インタビュー、ジャー

ニーマップ、ペルソナ・シナリオ、ストーリーボードについて解説しま

す。

6 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-005 〇 UXデザイン基礎入門ー仕様検討段階の手法ー 0:11:35 動画

企画検討段階で決定したユーザー像と提供すべき体験を製品・サービスに

落とし込むための仕様検討について、Webサイト等の画面内で提供される

ものを想定して解説します。ねらった体験を実現するためのUIデザインの

手法として、ワイヤーフレーム、画面フロー、ペーパープロトタイピング

について学習します。

3 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-006 〇 UXデザイン基礎入門ーUIデザインの基本ルールー 0:47:49 動画

人間の認知特性にはクセがあるので、UIは人間の認知特性に合わせてデザ

インするべきです。本コースではUIデザインの基本ルールとして、人間の

認知特性、レイアウトのポイント、アフォーダンス、フィードバック、メ

タファ、強調、寛容性・一貫性、用語の使い方について解説します。

7 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-007 〇 UXデザイン基礎入門ー設計開発段階の手法ー 0:11:59 動画

設計開発段階では、仕様段階で決定したデザインを実現するため、当初の

コンセプトやペルソナに描いたユーザー像に適切かどうかを基準に仕上げ

ていきます。これまで進めてきたデザインが狙い通りの効果を発揮するか

検証するための手法として、ユーザビリティテスト、ヒューリスティック

評価について解説します。

2 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-008 〇 UXデザイン基礎入門ーリリース後の手法ー 0:25:45 動画

本コースでは、アクセスログやそれを利用したA/Bテスト、ユーザの声の

収集、競合の情報収集、ガイドライン、手法の開発など、製品リリース後

に用いられる品質向上のための主な手法や活動の概要を解説します。リ

リース後の製品のフォローや、次の製品の企画開発に活用するための手法

を学びましょう。

4 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-009 〇 UXデザイン基礎入門ーUXデザインに必要なモラルー 0:06:08 動画

ユーザーに製品・サービスを購入してもらうこともUXデザインの重要な

目的となり、ユーザーの期待とUXの向上が必ずしも一致しない状況が生

まれました。作り手はユーザーをコントロールしたくなりがちですが、行

き過ぎるとユーザーに不誠実になります。そうならないための作り手のモ

ラルについて学習します。

1 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-010 〇
UXデザイン最初の一歩　ユーザビリティテスト観察体験ー観

察の準備ー
1:20:00 動画

UXやユーザビリティを深く理解して使いこなすには、手法やデザイン

ルールを学ぶだけでなく問題意識を持つことが重要です。ユーザビリティ

テストを観察することで、UXやユーザビリティの概念を深く本質的に理

解できます。本コースでは、ユーザビリティテストの概要や正しい手順な

どを解説します。

6 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-011 〇
UXデザイン最初の一歩　ユーザビリティテスト観察体験ー観

察体験１ー
2:03:27 動画

本コースでは、実際のユーザビリティテストの様子（デジタルフォトフ

レームにSDカードを差し込み、写真をスライドショーで表示する）を記

録したビデオ映像を観察・気づきを記録して、講師の視点を確認しながら

観察体験の手法を実践的に学習します。ユーザビリティテストのポイント

を理解しましょう。

10 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-012 〇
UXデザイン最初の一歩　ユーザビリティテスト観察体験ー観

察体験２ー
1:28:23 動画

「観察体験１」とは異なる被験者のユーザビリティテストの様子（デジタ

ルフォトフレームにSDカードを差し込み、写真をスライドショーで表示

する）を記録したビデオ映像を観察・気づきを記録して、講師の視点を確

認しながら観察体験の手法を実践的に学習します。ユーザーによる違いを

理解しましょう。

8 -
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ITスキル 基礎知識 TECH05-013 〇
UXデザイン最初の一歩　ユーザビリティテスト観察体験ー観

察体験の成果ー
0:12:40 動画

被験者2名分のユーザビリティテストの観察体験をまとめ、ユーザビリ

ティテストの実施において工夫すべきポイントや潜在ニーズやヒントの見

つけ方、UX・ユーザビリティの重要性を解説します。ユーザビリティテ

ストを活用して、ユーザーのイメージとのギャップが少ない製品・サービ

スを開発しましょう。

1 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-014 〇 ITコンサルティング入門（スライド） 0:20:00 スライド

企業の経営課題を解決するために必要なITのかたちをデザインし、成功に

導くこと。それがITコンサルティングというお仕事です。ITで企業の課題

解決を行うために必要な考え方や能力について、解説します。ITを活用す

るためのポイントを学んでITを使いこなせるようになりましょう。

1 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-015 〇 ITコンサルティング入門（動画） 0:25:00 動画

企業の経営課題を解決するために必要なITのかたちをデザインし、成功に

導くこと。それがITコンサルティングというお仕事です。ITで企業の課題

解決を行うために必要な考え方や能力について、解説します。ITを活用す

るためのポイントを学んでITを使いこなせるようになりましょう。

4 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-016 〇 はじめてのAI 0:54:05 動画

本講座では、AI の基礎知識とその仕組みについて学習し、画像認識や音

声認識について実際のデモをご覧いただきながら体感していただきます。

基本知識だけでなく、事例や具体的にそれがどのような仕組みで動いてい

るかも紹介することで、AI を活用するヒントを得ることを目指します。

12 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-017 〇 ビジネス活用のためのAI・人工知能入門講座 0:12:52 動画

AIの活用が進められる中、AIの概要はビジネスパーソンとして押さえてお

きたい知識です。本コースではAI・人工知能の概要、技術レベルでの分

類、活用事例、特性での分類、AIの歴史・背景、ビッグデータ・IoTとの

つながり、ディープラーニング、AI導入のステップとポイントなどを解説

します。

1 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-018 〇 AI・RPA・セキュリティ超基礎 2:32:56 動画

本講座では、AI・RPAについての基礎知識や、それに付随する情報セキュ

リティについての基礎知識について解説していきます。AIやRPA、情報セ

キュリティに関する知識は、業種、職種問わず今後重要となってきます。

しっかりと知識を身につけましょう。

18 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-019 〇 AWS基礎講座 0:30:35 動画

本講座では、AWSサービスの概要について説明していきます。初学者で

も分かるように、AWSについて基礎から丁寧に解説します。本講座では

特に、AWグローバルインフラストラクチャや責任共有モデル、AWSを操

作する3つの方法（API）など、AWSサービスを効果的に活用するための

基礎知識を学びましょう。

6 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-020 〇 AWS基礎 EC2編① 0:39:41 動画

本講座は、AWS基礎講座に引き続き、AWS講座のEC2編となります。初

学者でも分かるように、概要、AMI、インスタンスタイプ、EBS、バック

アップ、AMI、ユーザーデータ、インスタンスメタデータ、キーペアにつ

いて基礎から丁寧に解説しています。①～③すべてを活用して、EC2につ

いてのノウハウを身につけましょう。

3 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-021 〇 AWS基礎 EC2編② 0:29:31 動画

本講座は、AWS基礎 EC2編①に引き続き、AWS講座のEC2編となりま

す。初学者でも分かるように、EC2のハンズオンについて解説していきま

す。EC2についてのノウハウは、どれもが多くの企業に対して魅力的なメ

リットとなり、仮想サーバーの運用における理想的なスタイルを模索する

ことに役立ちます。

1 -
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ITスキル 基礎知識 TECH05-022 〇 AWS基礎 EC2編③ 0:26:40 動画

本講座は、AWS基礎 EC2編①・②に引き続き、AWS講座のEC2編となり

ます。初学者でも分かるように、EC2インスタンス 7つの厳選ポイントに

ついて基礎から丁寧に解説しています。EC2についてのノウハウは、どれ

もが多くの企業に対して魅力的なメリットとなり、仮想サーバーの運用に

おける理想的なスタイルを模索することに役立ちます。※動画内で、「最

後にソリューションアーキテクトのサンプル問題をやります」と話してい

る部分がありますが、こちらは今後リリース予定のAWS講座ソリュー

ションアーキテクトアソシエイト厳選試験問題編にて行います。※

1 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-023 〇 ネットワーク基礎講座① 0:44:37 動画

本講座では、AWS講座のネットワーク基礎について解説していきます。

初学者でもわかるように、IPアドレスやルーター、CPUといった、ネット

ワークに関する基礎知識を学びます。ネットワークに関しての知識は、現

代社会において必要不可欠な知識となりますので、しっかりと学習してい

きましょう。

8 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-024 〇 ネットワークセキュリティ基礎講座① 0:08:27 動画

本講座は、AWS講座のネットワークセキュリティ編です。初学者でも分

かるように、盗聴（機密性の問題）、改ざん（正真性・完全性の問題）、

証明（認証の問題）、証明書（公開鍵証明書）、認証局（CA）などにつ

いて基礎から丁寧に解説しています。本講座にて、ネットワークセキュリ

ティについて学びましょう。

2 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-025 〇 AWS基礎 VPC編① 0:34:32 動画

Amazon Virtual Private Cloud（Amazon VPC）は、アマゾンがAWS上で

提供している機能の1つで、AWSアカウント内に構築できる仮想ネット

ワークです。本講座では、AWS講座のVPC編として初学者でも分かるよ

うに、リージョン、アベイラビリティゾーンなどについて、基礎から丁寧

に解説しています。②と合わせてVPCの基礎を身につけましょう。

3 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-026 〇 AWS基礎 VPC編② 0:31:01 動画

本講座では、『AWS基礎 VPC編①』に引き続き、VPCの基礎について解

説していきます。本講座では特に、VPCのハンズオンや、VPCピアリング

について初学者でも分かるように丁寧に解説していきます。VPCの活用に

よって、工数やコストのカット、システムセキュリティの向上が見込めま

すので、ぜひ活用してください。

2 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-027 〇 AWS基礎 IAM編 0:47:04 動画

IAM(Identity and Access Management：アイアム)とは、AWSのサービ

スで「認証」と「認可」の設定を行うことができるサービスです。本講座

は、AWS講座のIAM編です。初学者でも分かるように、IAMロール、ポリ

シー、アクセスキー、ユーザー、グループ、IAMポリシーの詳細、IAM

ロールとIAMポリシーについて基礎から丁寧に解説しています。

3 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-028 〇 AWS基礎 CLI編 0:39:34 動画

AWS CLIは、Amazon Web Services (AWS) をコマンドラインから利用す

るために、公式に提供されているツールです。本講座では、CLIについ

て、概要や基本的な操作方法、用語について解説していきます。また、

AWS公式のAWSCLIコンテナ環境を利用したコマンド実行とハンズオンに

ついても解説しますので、より実践的に学習することができます。

6 -

ITスキル 基礎知識 TECH05-029 〇 AWS基礎 CloudFormation編 0:17:58 動画

CloudFormationはプログラミング言語やテキストファイルを使用して

AWSリソースを自動で構築するサービスです。本講座は、AWS講座の

CloudFormation編として、概要や用語、用法について、初学者でも分か

りやすいように解説していきます。このサービスを利用することで、同じ

環境を作成する時間を削減することができます。

3 -
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ITスキル 基礎知識 TECH05-030 〇 ビジネスフィールドでのAI活用スキル 2:20:18 動画

この講座では、データ分析で求められる思考プロセスや課題を明確にする

ためのフレームワーク、そしてデータサイエンスの技術に関する概要を学

び、最後に事例をいくつか紹介します。ぜひ、ご自身の業務でどのように

AIやデータサイエンスを活用するのが良いのかを考えながら受講してくだ

さい。

23 〇

ITスキル 基礎知識 TECH05-031 〇 データ可視化入門 0:54:34 動画

「データ可視化」とは一言で言えば「グラフの作り方」です。せっかくグ

ラフを作成しても、最後に人がそのグラフから重要なことを読み取り、ア

クションにつながらなくては意味がありません。この講座では、「グラ

フ」を「コミュニケーション」だと考え、「伝わりやすいグラフは何

か？」をレクチャーしていきます。

12 〇

ITスキル AutoCAD TECH06-005 〇 実務で役立つAutoCAD講座  実務で必要な基礎知識 0:48:50 動画

自動保存設定、テンプレートファイル、オブジェクトのプロパティ、作図

の大きさと印刷の大きさ、ブロック図形を挿入するときの予備知識など、

AutoCADの実際の業務の作業において、絶対に知っておいてほしい基本

的な考え方や用語を学びます。AutoCADの基礎知識を身に着けましょ

う。

15 -

ITスキル AutoCAD TECH06-006 〇 実務で役立つAutoCAD講座  作業効率を上げる便利な機能 0:28:48 動画

再作図、クイック選択、画像のグループフィルタなどの操作の効率を上げ

る方法、ポリラインなど図面容量を軽くする工夫、クリップボード機能な

ど別の図面要素を利用する方法など、作業効率が上がる便利な機能につい

て学びます。AutoCADの機能を使いこなして作業効率を向上させましょ

う。

9 -

ITスキル AutoCAD TECH06-007 〇 実務で役立つAutoCAD講座　簡単に学ぶ「レイアウト機能」 0:17:12 動画

ペーパー空間のレイアウト機能を使いこなすと、モデル空間のオブジェク

トを1枚の用紙に複数の印刷尺度であらわし、印刷することができます。

本コースではモデル空間とペーパー空間、レイアウト作業で扱う３つの場

所、レイアウトでの線種尺度など、AutoCADのレイアウト機能について

学びます。

4 -

ITスキル AutoCAD TECH06-008 〇 実務で役立つAutoCAD講座　簡単に学ぶ「異尺度対応機能」 0:14:06 動画

異尺度対応機能は印刷尺度に応じて注釈関連要素の大きさに戸惑わないた

めの便利な機能です。本コースでは、レイアウトでの異尺度対応オブジェ

クト、異尺度対応オブジェクトの表示コントロール、注釈尺度が変更され

たときに必要になるツールボタンなど、AutoCADの異尺度対応機能を学

びます。

4 -

ITスキル AutoCAD TECH06-011 〇 AutoCAD基礎講座１【改訂版】 1:09:59 動画

AutoCADの紹介と学習の進め方を確認した後、インターフェイス、ファ

イル操作など作図前の基本事項、コマンドの実行から終了までの基本操作

とオブジェクトの選択方法、オブジェクトスナップ、極トラッキング、ダ

イナミック入力などの正確な作図に必要な作図補助機能について学びま

す。

※【AutoCAD基礎講座1】の改訂版コースになります。

10 -

ITスキル AutoCAD TECH06-012 〇 AutoCAD基礎講座２【改訂版】 2:04:17 動画

基本的な作図コマンドについて理解し、操作方法を学習します。図面を描

く時によく使うオブジェクトが描画できるようになります。次に、基本的

な修正コマンドについて理解し、操作方法を学習します。作図コマンドを

使って描いたオブジェクトを修正することにより、CADの操作に慣れてい

きます。

※【AutoCAD基礎講座2】の改訂版コースになります。

20 〇
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ITスキル AutoCAD TECH06-013 〇 AutoCAD基礎講座３【改訂版】 1:48:41 動画

基本のコマンドを使って、指定した寸法でオブジェクトを描く方法を学習

します。また、指定した位置や大きさにオブジェクトを編集する方法も習

得し、寸法に基づいた図面を描く事ができるようになります。次に、立体

を図面で表現する方法「三面図」を学習し、投影図の基本をマスターしま

す。

※【AutoCAD基礎講座3】の改訂版コースになります。

8 〇

ITスキル AutoCAD TECH06-014 〇 AutoCAD基礎講座４【改訂版】 1:23:14 動画

このコースではCADを使う上で重要な要素である「画層」や「プロパ

ティ」について学びます。画層の作成方法、設定方法、コントロールにつ

いて学び、次に画層のプロパティやオブジェクトのプロパティについて理

解し、作図演習をしながら、プロパティの変更による図面の修正方法を学

習します。

※【AutoCAD基礎講座4】の改訂版コースになります。

7 〇

ITスキル AutoCAD TECH06-015 〇 AutoCAD基礎講座５【改訂版】 1:19:52 動画

このコースでは作成した図面に文字や寸法などの注釈を記入する方法を学

びます。２種類の文字のコマンド、引出線などの記入及び、それらの形状

をコントロールする文字スタイル、寸法スタイル、マルチ引出線スタイル

管理について理解し注釈の外観をコントロールする方法を習得します。

※【AutoCAD基礎講座5】の改訂版コースになります。

7 〇

ITスキル AutoCAD TECH06-016 〇 AutoCAD基礎講座６【改訂版】 1:22:35 動画

このコースでは、作図する上で知っておくと便利な作成コマンド、修正コ

マンドを学習します。また、オブジェクトを構成要素に分解、逆に複数の

オブジェクトを結合するコマンドや、クイック選択コマンドを学びます。

演習も交えて、便利なコマンドを使って図面を作成できるようになりま

しょう。

※【AutoCAD基礎講座6】の改訂版コースになります。

8 〇

ITスキル AutoCAD TECH06-017 〇 CADの基礎 0:13:20 動画

本講座では、autoCADの中でも特に、3DCADの基礎について解説してい

きます。現代の製造業において、製品開発全体への効率化が強く求められ

る中で、製品開発の大幅な短縮を可能にするCADソフトは必要とされるス

キルです。この講座では、そんな製造業の製品開発に欠かせない、CADソ

フトの基礎を解説します。

1 -

ITスキル AutoCAD TECH06-043 〇 3Dプリンターの基本 0:10:07 動画

本講座では、近年よく耳にするようになった、3Dプリンターの基礎知識

について解説していきます。個人メーカー界隈や製造業の新しい製造プロ

セスにおいて、大幅な工数削減が見込める技術です。様々な規模や方式の

ある3Dプリンターの基礎知識を学び、今後の製品開発に生かしていきま

しょう。

1 -

ITスキル AutoCAD TECH06-044 〇 3Dプリンターのメリット＆デメリット 0:15:11 動画

本講座では、近年よく耳にするようになった、3Dプリンターのメリット

とデメリットについて解説していきます。何でもできそうと思われがちな

3Dプリンターですが、製造業の様々な場面で活用されている3Dプリン

ターのメリットとデメリットを正しく理解し、適切に扱い、製品設計開発

に活かしていきましょう。

1 -

ITスキル AutoCAD TECH06-045 〇 3Dプリンターの種類 0:09:15 動画

本講座では、3Dプリンターの種類と、そのメリット・デメリットを併せ

て解説していきます。3Dプリンターは、形状の造形方式によって種類が

分かれています。今後の生活や製造業を支える技術の一つである3Dプリ

ンターの各特徴を理解して活用できるようにしましょう。

1 -
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ITスキル AutoCAD TECH06-046 〇 機械製図の基礎知識 0:10:57 動画

本講座では、機械製図の基礎知識について解説していきます。図面が描か

れるうえでのルールや設計者が製品を設計した意図など、製品を設計・製

造するうえで重要な情報が図面に描かれています。これらを正しく読み取

り理解するためには、製図の知識は欠かせません。ものづくりに関わる全

ての方に必須の知識となります。

1 -

ITスキル AutoCAD TECH06-047 〇 機械製図_図枠について 0:11:18 動画

本講座では、機械製図の図枠について解説していきます。図枠は、機械製

図において必要なものです。図枠には様々な情報が記載され、それらの情

報から物が作られていきます。図枠は図面の土台となる、大切なもので

す。製図にあたって図枠を正しく使うために、図枠についての基礎知識を

身につけましょう。

1 -

ITスキル AutoCAD TECH06-048 〇 機械製図_図面に使う線種と文字 0:10:14 動画

本講座では、AutoCADにおいて、図面作成の際に使う線の種類と文字に

ついて解説していきます。図面には、使用する線の種類、太さや文字の大

きさのルールがあり、JIS規格に規定されています。これは誰が書いても

見やすい図面になるよう定められたルールですので、じっくり学んでいき

ましょう。

1 -

経理・財務 税務 ACCO01-005 〇 入門　消費税法 1:00:00 スコーム

本コースでは、消費税の概要、消費税の負担者、消費税の納付、税率の内

訳、期中の経理方法、非課税取引、課税事業者、納付税額の計算方法、届

出書など消費税の基礎的な知識について解説します。ビジネスにも関わる

消費税について、基礎から理解して適切な処理ができるようになりましょ

う。

1 〇

経理・財務 税務 ACCO01-006 〇 会社と税金の関係を学ぶ 1:00:00 スコーム

税金の支払いは、コンプライアンスの対象でもあり、企業の利益確定のた

めの重要な要素でもあります。本講座では、法人税、消費税、法人住民

税・法人事業税・地方法人特別税など企業が支払わなくてはならない税金

について、計算法から申告書まで種類ごとに学習します。法人と税金の関

係を理解しましょう。

1 〇

経理・財務 税務 ACCO01-008 〇 だれでもわかる消費税の基本 1:00:00 スコーム

多岐にわたる税金のうち、特に企業経営上最も重要度を増している消費税

について、消費税の仕組みから納税義務者、免税事業者、課税対象となる

取引、不課税・非課税・輸出免税・輸入取引、仕入れ税額控除、課税売上

割合、確定申告・納付の期限、中間申告、経理処理の方法などを解説しま

す。

1 〇

経理・財務 税務 ACCO01-009 〇 よくわかる！会社を取り巻く税金 1:00:00 スコーム

企業経営上不可欠な税金について、「税金とは？」ということから課税の

基本原則、租税体系、法人税の概要や計算方法、住民税、事業税、固定資

産税、印紙税、消費税など、体系的に解説します。会社を取り巻く様々な

税金の基礎知識を身に着けて、適切な処理をできるようになりましょう。

1 〇

経理・財務 税務 ACCO01-013 〇 誰にでもわかる金融商品取引法 1:00:00 スコーム

会社にとって、金融商品による資産調達は避けて通れないものであり、ビ

ジネスマンはその基本的な内容を理解することが求められています。本

コースでは、金融商品取引法の概要や、法律における用語の定義、不正行

為等に対する規制や罰則、内部者取引規制、相場操縦行為規制などについ

て解説します。

1 〇

経理・財務 税務 ACCO01-014 〇 税効果会計 0:17:00 動画

利益が少ないのに、こんなに税金を取られるのかと思ったことはありませ

んか？例えば、交際費は会計上の費用ですが、税法上は損金になりませ

ん。税効果会計を学ぶと、交際費をたくさん使っても、税金が減らない理

由などが分かります。

1 -

経理・財務 税務 ACCO01-022 〇 2021年改訂_会社のしくみを知る 1:00:00 スコーム

本コースでは会社の仕組みについて、法律上の会社の定義、会社を運営す

るための組織、ヒト・モノ・お金の管理の仕組み、環境の変化に対応する

ための経営戦略、企業を取り巻く環境の変化と企業に求められる社会的責

任について解説します。新入社員の方や入社２～３年目の方に最適です。

1 〇
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経理・財務 税務 ACCO01-023 〇 2021年改訂_収入印紙と印紙税のイロハを学ぶ 1:00:00 スコーム

収入印紙が貼ってある文書がありますが、その根拠を正しく理解していま

すか。本コースでは、印紙税・収入印紙の概要や、どのような取引・文書

で収入印紙が必要となるのか、印紙税を収める対象者、印紙税の納税方

法、印紙税の過怠税・非課税について解説します。収入印紙や印紙税の基

礎知識を押さえましょう。

1 〇

経理・財務 税務 ACCO01-024 〇 2021年改訂_相続と税金の関係を学ぶ 1:00:00 スコーム

事業継承対策としても相続税対策は必要です。本講座では、相続に伴って

生じる税金について、相続税の概要から相続の流れ、相続税の納税義務

者、課税財産・非課税財産、贈与税の概要・計算、相続時精算課税制度、

財産評価の概要、不動産の評価、株式評価、金融商品等の評価など総合的

に学びます。

1 〇

経理・財務 税務 ACCO01-025 〇 2021年改訂_金融商品に関する税金の知識を学ぶ 1:00:00 スコーム

個人向け国債の税金、債権の税金、株式の保有・売却にかかる税金、国内

投資信託にかかる税金、外国株式・外国債券にかかる税金、外貨建て商品

にかかる税金など、安全性の高い貯蓄型金融商品の税金について、事例を

用いながら確認しましょう。金融商品にかかる損益通算や損失の繰越控除

についても解説します。

1 〇

経理・財務 税務 ACCO01-026 〇 2021年改訂_相続税の基礎知識と相続税対策 1:00:00 スコーム

相続税について、民法上の法定相続人、相続税法上の法定相続人、遺言の

種類とその有効性、遺留分が認められている人、遺言が必要となるケー

ス、相続税の計算、生命保険を活用した相続対策などの基礎知識を解説し

ます。相続税対策として各種商品を販売する際に有効な知識の裏づけが得

られます。

1 〇

経理・財務 税務 ACCO01-027 〇 2021年改訂_相続税と贈与税の知識 1:00:00 スコーム

本コースでは、贈与税・相続税の基礎控除額、贈与税・相続税の計算とそ

れにかかる申告と納付、贈与税の課税財産・非課税財産、相続税本来の相

続財産・みなし相続財産、相続税の非課税財産、死因贈与と負担付贈与の

取り扱い、相続時精算課税制度（原則・特例）について解説します。

1 〇

経理・財務 税務 ACCO01-028 〇
2021年改訂_相続税対策としての不動産保有のメリットを知

る
1:00:00 スコーム

本コースでは、現金や不動産の評価、不動産購入・建物の建築・建物の賃

貸による評価の引き下げ、定期借地権、小規模宅地等評価減の特例など、

相続税対策としての不動産保有について解説します。相続税対策として不

動産を販売する際に有効な知識の裏づけを理解できるようになりましょ

う。

1 〇

経理・財務 税務 ACCO01-029 〇
2021改訂_「確定申告を知れば税金が還付される！」その概

要とは？
1:00:00 スコーム

人事の仕事に関わる人であれば知っておきたい確定申告について、源泉徴

収制度の仕組みや必要な書類、年末調整の適用対象者や必要な書類、年末

調整では適用されない雑損・医療費・寄附金控除、副収入がある場合の確

定申告などを解説します。確定申告の概要を理解し、日々の業務に活用し

ましょう。

1 -

経理・財務 簿記会計 ACCO02-004 〇 お金の流れが会社の基本 1:22:08 動画

財務諸表は、細かい部分にこだわるほど全体像が見えにくくなります。重

要なのは、ざっくり読むためのツボを的確に押さえることです。本コース

では、財務諸表とは何かということから、会社のお金の流れ、貸借対照表

の基本構造、流動・固定資産、財務諸表が読めるようになるポイントなど

を解説します。

8 -

経理・財務 簿記会計 ACCO02-016 〇 税金のしくみを知る 1:00:00 スコーム

利益や所得を確定するうえで、税金の知識は欠かすことができません。本

コースでは、税法の体系や税金の分類といった税金の基礎から、所得税・

住民税・相続税・贈与税といった個人の税金、法人税・地方法人税・消費

税・法人住民税といった法人の税金、不動産の税金など、税金について体

系的に学びます。

1 〇
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経理・財務 簿記会計 ACCO02-019 〇 【改訂版】企業会計を取り巻く新制度とは？ 1:00:00 スコーム

※本コースは「企業会計を取り巻く新制度とは？」の改訂版です。2021

年2月時点の法改正等に対応したコンテンツとなります。

会計には様々な法律が関係します。本コースでは、会計に関する会社法や

金融商品取引法などの法律の目的・概要や企業会計原則、有価証券届出書

や四半期報告書といった各種書類について解説します。企業会計を取り巻

く法律や必要な手続き、書類について正しく理解し、注意すべきポイント

を押さえましょう。

1 〇

経理・財務 簿記会計 ACCO02-020 〇
【入門編】空き時間で見るだけ！漫画でスラスラ分かる簿記

の基本
1:27:53 動画

本講座では、簿記についての基本的な知識をマンガ形式の動画教材によっ

て解説していきます。簿記の必要性や概要といった部分から、単式簿記と

複式簿記の違い、貸借対照表や決算整理、損益計算などについても解説し

ていきますので、隙間時間などを利用して簿記について学ぶことができま

す。

10 -

経理・財務 簿記会計 ACCO02-021 〇
2021年改訂_これから経理をめざす人のための企業会計を知

る講座
1:00:00 スコーム

これから経理を目指す方を対象に、会計の概要や情報の種類、現金出納や

日時処理と月次処理、決算といった経理部の業務内容、他部署との連携の

重要性や情報ごとの所管部署などについて解説します。関連する制度や考

え方、日々の業務の具体的な内容を学び、仕事に対する理解を深めましょ

う。

1 〇

経理・財務 簿記会計 ACCO02-022 〇 2021年改訂_もはや避けては通れない！国際会計基準入門 1:00:00 スコーム

国際金融市場の発展に伴い、異なる国の企業の開示情報を比較するニーズ

が生じ、会計基準の国際的な統一が求められるようになっています。本

コースでは、上場企業等において近年導入が予定されている国際財務報告

基準（IFRS)について、背景や特徴、財務諸表の概要を学習します。

1 〇

経理・財務 簿記会計 ACCO02-023 〇 2021年改訂_企業会計を取り巻く新制度とは？ 1:00:00 スコーム

会計には様々な法律が関係します。本コースでは、会計に関する会社法や

金融商品取引法などの法律の目的・概要や企業会計原則、有価証券届出書

や四半期報告書といった各種書類について解説します。企業会計を取り巻

く法律や必要な手続き、書類について正しく理解し、注意すべきポイント

を押さえましょう。

1 〇

経理・財務 簿記会計 ACCO02-024 〇 2021年改訂_ゼロから学ぶ簿記会計 1:00:00 スコーム

簿記会計の知識は経理業務に携わる方だけでなく、ビジネスマンとして必

須の知識といえます。本コースでは初めて簿記会計を学ぶ方を対象に、

「簿記とは」ということから、簿記の基礎概念、ルールや用語の定義、仕

訳帳の記入などの日常の手続き、決算に先立つ手続き、決算本手続きにつ

いて解説します。

1 〇

経理・財務 簿記会計 ACCO02-025 〇 2021年改訂_管理会計の手法 1:00:00 スコーム

管理会計は意思決定や組織のコントロールなどの経営管理に必要な情報を

提供するためのものです。管理会計を学ぶことで、経営上の適切な意思決

定を行うことができます。本コースでは管理会計の概要や利益計画及び利

益統制や伝統的な原価管理、経営の意思決定の方法などについて解説しま

す。

1 〇

経理・財務 簿記会計 ACCO02-026 〇 2021年改訂_交際費はどこまで認められるのか？ 1:00:00 スコーム

交際費という言葉は仕事の中でよく聞く言葉ですが、他にも聞く福利厚生

費などと間違えるケースも多いようです。本コースでは、交際費等の概要

や交際費等と法人税の関係、交際費等支出の対象者、交際費等の支出とな

るもの・ならないもの、交際費等と紛らわしい経費、交際費等の限度額に

ついて解説します。

1 〇

経理・財務 簿記会計 ACCO02-027 〇 2021年改訂_簿記会計の基礎 1:00:00 スコーム

本コースでは「ゼロから学ぶ簿記会計」よりも、さらに踏み込んだ内容ま

で学習します。貸借対照表・損益計算書の概要や構造、簿記の取引、仕訳

の概要やルール、仕訳帳から総勘定元帳への転記、決算手続の試算表の作

成、決算整理などについて解説します。資格取得の勉強にも活用すること

ができます。

1 〇
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経理・財務 簿記会計 ACCO02-028 〇 2021年改訂_連結会計を学ぶ 1:00:00 スコーム

新会計制度の導入により、子会社を含めた連結会計での財務処理が求めら

れるようになりました。これにより、連結会計のメリットデメリットを踏

まえた経営が必要になってきました。本コースでは、連結財務諸表の概要

や基本構造、資本連結、成果連結、持分法などについて解説します。

1 〇

経理・財務 簿記会計 ACCO02-029 〇 2021年改訂_法人における生命保険の会計処理を学ぶ 1:00:00 スコーム

中小企業の経営者の遺族のための保障や事業承継対策などのために法人契

約の生命保険を活用することがあります。本コースでは、法人における生

命保険の利用目的、定期保険・長期標準定期保険・逓増定期保険・終身保

険・養老保険の具体的な経理処理、役員退職金慰労金規定の必要性などを

解説します。

1 〇

経理・財務 簿記会計 ACCO02-030 〇 2021年改訂_うっかりしがちな経理実務の常識を知る 1:00:00 スコーム

帳簿・伝票の確認方法や訂正方法、現金・預金の残高確認、現金御残高に

不一致が生じた場合の対応方法、当座預金が残高不足になりそうな場合の

対処方法など、経理実務で知っておくべき常識を解説します。ミスを防ぐ

とともに、ミスが発生しても適切に対応できるようになりましょう。

1 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-006 〇 契約書の重要性 0:17:15 動画

企業にとって自社の権利を保護し、無用なトラブルから身を守るために

も、契約書は内容を吟味して締結したいものです。本コースでは、契約書

で定めておくべきポイントを解説したのち、事務所開設の際に避けて通れ

ない不動産賃貸契約を例に挙げて契約書の重要性を説いてまいります。

3 -

経理・財務 財務諸表 ACCO03-027 〇 決算書速読術 1:41:49 動画

本コースでは、財務報告書の意義と構成から、貸借対照表の基本構造、流

動資産、固定資産、資本余剰金の取崩し、損益計算書の基本構造、売上原

価・売上総利益などについて、演習問題を交えて実践的に解説します。財

務諸表をざっくり読むためのツボを理解して、財務諸表の全体像をつかみ

ましょう。

17 -

経理・財務 財務諸表 ACCO03-028 〇 財務分析をやってみよう 1:03:20 動画

財務比率分析について、収益性指標、効率性指標、キャッシュサイクル、

安全性指標、流動性指標、資本利益率の分解などを解説します。その使い

方に習熟することで財務諸表を読むスキルを効率的に身につけます。財務

諸表をパッと見た瞬間に気の利いた一言がいえるようになることを目指し

ましょう。

9 -

経理・財務 財務諸表 ACCO03-029 〇 キャッシュフロー計算書 1:03:34 動画

本コースでは、キャッシュフロー計算書の基本構造から、営業活動の

キャッシュフロー、投資・財務活動によるキャッシュフロー、フリー

キャッシュフロー、キャッシュフロー計算書の読み方を解説します。

キャッシュフロー計算書を容易に読めるようになり、他者のキャッシュフ

ロー計算書の理解度も測れるようになります。

7 -

経理・財務 財務諸表 ACCO03-030 〇 財務基礎講座 0:26:54 動画

会社の決算書を利用して自社の数字を数年間分を見てみることをお勧めし

ます。その場合、映像中にスライド化した貴社決算書を挿入したり、会社

として従業員に意識してほしいポイントなどをスライド挿入することがで

きます。

※本講座は2017年5月時点の情報を元に制作しています。

1 -

経理・財務 財務諸表 ACCO03-031 〇 2021年改訂_はじめて学ぶ連結財務諸表入門 1:00:00 スコーム

上場企業や一定の規模以上の会社の財務に必須である連結財務諸表につい

て、連結財務諸表とは何かということから、連結財務諸表の作成を義務付

けられている会社、連結の対象となる会社の範囲、資本連結以外の連結修

正仕訳などを解説します。連結債務諸表の基礎知識を身に着けましょう。

1 〇
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経理・財務 財務諸表 ACCO03-032 〇 2021年改訂_誰でも読めるキャッシュ・フロー計算書 1:00:00 スコーム

キャッシュフロー計算書は何のために作成されるのかということから、営

業活動によるキャッシュフローの表示方法、商品等の販売収入・購入支

出、従業員・役員への報酬支出、法人税支払いの取り扱い、連結キャッ

シュフロー計算書の作り方、営業・投資・財務活動によるキャッシュフ

ローの分析などを解説します。

1 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-033 〇 2021年改訂_知識ゼロの人のための決算書入門 1:00:00 スコーム

初めて決算書を学ぶ方を対象に、決算書の作成目的から決算書の種類、貸

借対照表、流動資産と固定資産の違い、繰越資産、損益計算書、売上高、

売上原価、売上総利益、営業利益、当期純利益、キャッシュフロー計算書

などについて解説します。決算書の知識を体系的に身に着けましょう。

1 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-034 〇 2021年改訂_業績アップに活かす財務諸表の見方 1:00:00 スコーム

会計の仕事は経理部門の仕事という時代は終わり、経理部門以外の業務に

就く人でも製造原価から売上高や利益を考えたり、在庫の増減からキャッ

シュフローを考える必要があります。本コースでは財務諸表の役割や損益

計算書の仕組み、キャッシュフロー計算書の仕組みなどを事例を交えて解

説します。

1 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-035 〇 2021年改訂_決算書 1:00:00 スコーム

決算書とは何かということから、決算書の種類や会計に関する法規等、貸

借対照表のしくみ、損益計算書のしくみなどを解説します。決算書につい

て体系的に学び、決算書から何がわかるかといったことや、貸借対照表・

損益計算書・キャッシュフロー計算書の基本的な項目や構成を理解しま

しょう。

1 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-036 〇 2021年改訂_原価計算の手法 1:00:00 スコーム

企業の利益を知るためには、製品を売り上げるためにいくらかかったのか

ということを求めなくてはなりません。本コースでは、原価計算の意味や

製品等と原価の関係、製品原価の集計、原価管理と新しい原価計算、利益

管理・意思決定などについて解説します。企業の利益を正しく把握できる

ようになりましょう。

1 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-037 〇 2021年改訂_財務分析の手法 1:00:00 スコーム

企業の経営状況を客観的に把握する手法が財務分析です。財務分析には客

観性があるだけでなく、他社との比較でも威力を発揮します。本コースで

は、財務諸表とは具体的に何を指すのかという基本的な事項から、損益計

算書を貸借対照表による分析、キャッシュ・フロー計算書の分析などを解

説します。

1 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-038 〇 2021年改訂_金利係数表の活用術を学ぶ 1:00:00 スコーム

係数表の使い方を知ると、金利変動による運用結果を簡単に知ることがで

きます。本コースでは、係数表の使い方や作り方、終価係数表・現価係数

表・年金終価係数表・減債基金係数表・資本回収係数表の具体的な運用方

法などを解説します。金利の変化による運用成果の差を具体的に数字をあ

てはめながら学習しましょう。

1 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-039 〇 2021年改訂_約束手形と為替手形の取り扱いを学ぶ 1:00:00 スコーム

商売をすると現金払いではどうしても融通が利かなくなる場合がありま

す。本コースでは、どのような場合に売掛金・買掛金が発生するのかとい

うことから、約束手形・為替手形の概要、手形回収時・割引時の仕訳、裏

書時の会計処理、貸倒引当金の損金処理、貸倒損失に関する損金処理など

を解説します。

1 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-040 〇 2021年改訂_減価償却の方法と実務上の注意点を学ぶ 1:00:00 スコーム

減価償却の必要性の確認や減価償却の目的と効果、定額法・定率法・生産

高比例法・級数法による減価償却のメリット、減価償却を行うにあたって

の注意点、法人税法上の有形減価償却資産の償却方法、法人法上の償却方

法の選択などについて解説します。実務における注意点をおさえましょ

う。

1 〇
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経理・財務 財務諸表 ACCO03-041 〇 2021年改訂_事業承継に活かす生命保険の知識を学ぶ 1:00:00 スコーム

相続税対策において生命保険の活用が有効です。本コースでは、同族・非

上場会社が抱える事業承継の問題点や事業承継における自社株対策の必要

性、非上場株式の相続税評価額、分割案・分割方法の検討、相続争い防止

のためのポイント、生命保険金の課税関係、事業承継と生命保険の活用に

ついて解説します。

1 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-042 〇 2021年改訂_財務比率を使って決算書を見てみよう 1:00:00 スコーム

財務諸表に示された情報を利用することで、企業の経営状況をある程度正

確に理解することができます。本コースでは、財務比率分析のための前提

知識や、売上原価率と売上高総利益率の分析などを解説します。あまり財

務会計に詳しくない方でも、貸借対照表や損益計算書を見て分析できるよ

うになります。

1 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-043 〇 2021年改訂_固定資産の評価と財務諸表上の注意点を学ぶ 1:00:00 スコーム

減損会計が必要となった背景から減損会計の手続き、減損損失を計上した

場合の損益計算書・貸借対照表への計上と注記、株主会員制のゴルフ会員

権の評価、預託金制のゴルフ会員権の評価などを解説します。減損会計の

目的や手続き、減損会計による貸借対照表および損益計算書への影響を理

解しましょう。

1 -

経理・財務 財務諸表 ACCO03-044 〇 2021年改訂_引当金の処理と財務諸表上の注意点を学ぶ 1:00:00 スコーム

会計上、現金支出を伴わない様々な引当金を計上することで、財務的基盤

を強化することができますが、税法では損金に算入できる引当金を制御し

ています。本コースでは、引当金計上の必要性や返品調整引当金が計上で

きる業種、退職給付引当金の会計上・税法上の処理、ポイント引当金など

について解説します。

1 -

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-003 〇 新信託法の活用法とは？ 1:00:00 スコーム

最近の経済情勢に合わせて、新信託法が制定されました。本コースでは、

そもそも信託とはどういうものかということから新信託法の変更点、信託

の併合及び分割の概要やポイント、限定責任信託の概要、委託者自身が受

託者となることでできるようになること、信託の活用方法や今後の課題な

どを解説します。

1 〇

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-005 〇 マネタイズとキャッシュフロー 0:57:35 動画

誰からどのような名目で金を取るのか。「対価の名目」にはさまざまな考

え方があり、それによって事業そのものの性格まで変わってしまいます。

こうしたマネタイズモデルをしっかり検討したうえで、最終的にはキャッ

シュフローを予測します。本講座では利益の源泉とも言うべき価格や

キャッシュフローについて、丁寧に解説いたします。

6 -

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-006 〇 粉飾決算の着眼点 0:18:25 動画

粉飾決算の手口の90％は、びっくりするくらい財務諸表の中の「ある2つ

の項目」に集中しています。この2つの項目に注意を払うことで粉飾決算

を嗅ぎわける力がついてきます。また、本講座で財務諸表を読む力がさら

に高まるはずです。

2 -

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-007 〇 連結会計 0:18:53 動画

グループの企業群は一つの企業として考えましょうということで使われる

ことになったのが連結会計です。それによって連結財務諸表が作られるこ

とになりました。本講義では、連結財務諸表を作成するプロセスの解説を

通じて読み方を学びます。

3 -

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-008 〇 時価主義会計 0:13:20 動画

資産は買った値段で財務諸表に載ります。ですが、資産が値下がりしてい

ると、財務諸表を見る人は資産を過大評価してしまいます。こうしたこと

を避けるための会計が時価会計や減損会計です。これらをしっかり理解し

ましょう。

1 -

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-009 〇 引当金 0:24:03 動画

将来の特定の支出や損失（例えば従業員の退職金や賞与、修繕、返品な

ど）を今期中に見積ってしまい、貸借対照表の負債の部（または資産の

部）に計上する金額のことを引当金といいます。なぜ引当金を計上するの

か理解しましょう。

2 -
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経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-010 〇 企業価値評価の方法 1:52:13 動画

企業価値とは「会社の値段」ともいえます。いったい自分の会社の価値は

いくらでしょうか？有名なあの企業は？重要な取引先は？本講座では企業

価値を算定する方法に加え、理論株価を算定する方法も解説します。

4 -

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-011 〇 資本コストの推計 1:12:18 動画

資本提供者（株主や債権者）は何％以上の利益を要求しているか、これが

資本コストです。いいかえると、企業が最低限上げなければならない利益

率ということです。本講座では、その資本コストの求め方を学びます。

9 -

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-012 〇 投資キャッシュフローの見積り 0:42:49 動画

キャッシュフローは投資計算上、主に3つのものがあります。初期投資

額、事業キャッシュフロー、終了時のキャッシュフローです。投資から利

益を得られるかどうか、キャッシュフローを見積もれるようになりましょ

う。

8 -

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-013 〇 投資価値評価の方法 1:48:32 動画

企業の中には様々な投資がありますが、規模が大きくなるほど、行うか否

かは重要な意思決定となります。本講座では、皆さんが投資を行う際に有

用な価値評価の方法を学びます。投資の採否は、企業価値が上がるかどう

かが重要です。

14 -

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-014 〇 会社の数字の見方講座 0:10:25 動画

利益・売上・費用といった「会社の数字」の基本的な読み方を学び、会社

がどのような収益構造で運営されているかを理解することで、日々の業務

改善に対する意識を高めます。?基本の数字をおさえることで、明日から

の自身の働き方を見直すきっかけになることが期待できます。?

1 -

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-015 〇 2021年改訂_FP実務と倫理について学ぶ 1:00:00 スコーム

ファイナンシャルプランナーの仕事は、パーソナル・ファイナンシャル・

プランニングを行うことです。本コースでは、パーソナル・ファイナンス

の概要からプランニングの具体的な手順、FPにとって必要となる具体的

な法律や諸規定の概要、実務や役割、将来像などについて解説します。

1 〇

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-016 〇 2021年度改訂_離婚と年金分割の仕組みと手続きを知る 1:00:00 スコーム

金融商品販売担当者として理解しておきたい金融商品販売法について、法

のねらいや規制の対象、重要事項の説明と具体例、説明義務の基準となる

もの、金融商品販売法と消費者契約法、国内円預金販売時・外貨預金販売

時・投資信託販売時の例を解説します。金融商品販売のポイントを理解し

ましょう。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-012 〇 はじめての働き方改革 1:07:23 動画

「働く」をもっと良いものにする方法を学びます。テクノロジーを使った

会議時間の削減や退社時間の計画の方法、新しい働き方を取り入れるため

のオペレーションのステップ、イノベーションを産むために必要な「心理

的安全性」などのカルチャーの育み方などについて、実践に役立つツール

とともにご紹介します。

15 -

人事・労務・総務 人事 HUMA01-013 〇
システム思考とメンタルモデルから考えるハラスメント防止

講座
0:47:19 動画

本講座では、ハラスメント防止をシステム思考やメンタルモデルという観

点から考えていきます。ハラスメントが与える影響や自分の言動に意識で

きている領域と無意識な領域があることを確認し、最後に個人や組織に求

められる行動を解説します。ハラスメント防止について学び、円滑な職場

環境を築きましょう。

5 -

人事・労務・総務 人事 HUMA01-014 〇 映像で学ぶ評価面談 0:10:04 動画

部下の思いや考えを引き出しつつ、適切なフィードバックを行うことで、

今後の成長を促すことのできる人事評価面談の仕方を身につけていただき

ます。分かりやすい実演形式の映像を視聴しながらポイントを理解するこ

とで、即座に活用していただくことができるノウハウを御紹介します。

1 -
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人事・労務・総務 人事 HUMA01-015 〇 採用面接講座 0:10:29 動画

新しく人材を採用する際、本当に必要な人材はどのような人物なのか、面

接でそれをどのように判断するのか、お困りではないでしょうか。本講座

では、採用面接で応募者が採用基準に達しているかどうか、応募者自身の

コンピテンシー（行動特性）を見抜くための、質問の仕方、評価の仕方を

学びます。

1 -

人事・労務・総務 人事 HUMA01-016 〇 人材を育成する人事評価・人事考課講座 0:17:36 動画

本講座では、人事評価制度の基本から、目標の設定と管理のポイント、評

価面談の流れから、ハロー効果などの評価で陥りがちな注意点を解説しま

す。管理職が評価前に確認すべき内容を包括的におさえています。また被

評価者が評価制度の基本を理解するためにもご活用いただけます。

1 -

人事・労務・総務 人事 HUMA01-017 〇 動画で学ぶ！ハラスメント防止 1:19:31 動画

本講座では、ハラスメントについての基礎知識と、その対策方法について

解説していきます。ハラスメント、というと、セクハラやパワハラスが代

表的ですが、年齢や人種など、ハラスメントの被害に遭う事柄は様々で

す。ハラスメントについて正しい知識を身に着け、すべての人が気持ちよ

く働ける環境を目指しましょう。

10 -

人事・労務・総務 人事 HUMA01-018 〇 ハラスレイヤーと学ぶセクシュアル・ハラスメント講座防止 0:11:59 動画

本講座はハラスメントを起こす悪魔「デビル・ハラス」を倒すヒーロー、

ハラスレイヤーの活躍を通してハラスメントについて学ぶシリーズ講座で

す。今回はセクシュアルハラスメント編、部下をしつこく食事に誘うデビ

ル・ハラスとの戦いを通してセクハラの定義を学びます。

1 -

人事・労務・総務 人事 HUMA01-019 〇
【パワハラ】指導のつもりでも責任を問われる職場での「口

撃」
0:10:47 動画

本講座では、昨今取りざたされがちなパワハラについて、その特徴や基礎

知識、対処法について学んでいきます。パワハラというと、指導に見せか

けた暴力や暴言を怒鳴りつけるといった行為を想像しがちですが、それ以

外の事項もパワハラにあたることがあります。パワハラに関する知識を正

しく身に着け、ハラスメントを防止しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-020 〇 【セクハラ】「仕事」を口実に異性を食事に誘ったら 0:09:18 動画

本講座では、昨今取りざたされがちなセクハラについて、その特徴や基礎

知識、対処法について学んでいきます。特に、仕事を口実に異性を食事な

どプライベートな用事に誘うケースについて、注意点や問題点を解説して

いきます。仕事をする上で、どのような行為がセクハラに当たるのか、

しっかり学んでいきましょう。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-021 〇
【管理職とハラスメント】越えちゃダメ！注意指導とハラス

メントの境界線
0:12:59 動画

ハラスメントは、上司と部下、先輩と後輩など、立場に上下関係がある状

態では特に発生しやすい問題です。本講座では、上司から部下へ指導を行

う、部下の育成を考えるという状況下で、どのような行為がパワハラにあ

たるのかを考えます。実際の状況を例にしたドラマ形式の教材で、分かり

やすく学ぶことができます。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-022 〇
【お酒のマナー】「覚えてない」では済まされない 宴席での

アルハラと忘れ物
0:10:10 動画

パワハラ、セクハラに並んで昨今よく耳にするようになったのがアルハラ

です。働くうえで、飲み会やお酒の席への参加はある程度避けられないこ

とではありますが、お酒に任せたハラスメントを防ぐために、アルハラに

ついて学ぶ必要があります。実際の状況を例にしたドラマ形式の教材で、

アルハラについて学びましょう。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-023 〇
【LGBTQ】私たちのチームの新メンバーはセクシュアル・マ

イノリティ
0:09:14 動画

本講座では、職場で起こる「LGBTQ」のケースと必要な心構え、対応

を、ドラマ仕立ての動画教材にて解説していきます。想定されるケース

は、LGBTQの新メンバーを迎えたとある営業部にて、「アウティング」

をめぐる裁判例をもとに、LGBTQへの差別を防止するための必要知識を

紹介していきます。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-024 〇
2021年改訂_いませんか？名ばかり管理職（管理職の処遇を

学ぶ）
1:00:00 スコーム

十分な権限や裁量もないのに管理職として扱われ、残業手当も支給されな

いまま過酷な長時間労働を強いられる「名ばかり管理職」が世間で注目を

集めています。本コースでは、名ばかり管理職を防止するための処遇に対

するアプローチや管理監督者の3つの要素、法令違反とならないための対

策などを解説します。

1 〇
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人事・労務・総務 人事 HUMA01-025 〇 2021年改訂_人材募集と採用の実際を知る 1:00:00 スコーム

本コースでは、低コストで人を集める方法や企業が直接人を募集する際に

気を付けるべきポイント、ネットを使って募集する方法、ハローワークを

使う方法、募集するときにやるべきこと・やってはいけないことなどを解

説します。企業がどのように人を集めるのか、集める際に注意するべきこ

とを学びましょう。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-026 〇 2021年改訂_退職と解雇のポイントとは？ 1:00:00 スコーム

企業が従業員を辞めさせたり、従業員が会社を辞める場合については、労

働法において色々な概念・種類があります。本コースでは、退職と解雇の

法的位置づけや解雇する場合の注意点、解雇が違法・適法とみなされる

ケースなどを解説します。解雇・退職について正しく理解しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-027 〇 2021年度改訂_管理職のための評価面接の基礎知識 1:00:00 スコーム

本コースでは、労働契約やプライバシーの保護、健康配慮義務、賃金の全

額支払義務、労働組合活動、安全配慮義務、労働災害の保証など、使用者

が労働者に対してどのような義務を負うのか解説します。企業として労働

者に何をしなければならないのか、損害賠償となるケースもふまえ、正し

く理解しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-028 〇 2021年度改訂_成長する企業の人事戦略を知る 1:00:00 スコーム

多くの企業で取り入れられている成果主義制度について、間違えた成果主

義制度運用による陥りやすい罠や正しい成果主義制度の運用方法、５

W1Hに基づく仕事術、対人関係の作り方、問題の解決方法を解説しま

す。正しい成果主義制度を理解して、効率的に業務をこなせるようになり

ましょう。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-029 〇 2021年改訂_非正規社員採用時のコンプライアンス 1:00:00 スコーム

本コースでは、求人の前に決めておく募集条件・労働条件、求人期間中と

面接の際の注意点、採用を決定したとき・働き始めてからのコンプライア

ンス、正社員への転換など、非正規社員採用時に気を付けるべきポイント

について解説します。非正規社員採用の流れを正しく理解しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-030 〇 2021年改訂_目標管理制度が活きる、部下との対話法とは？ 1:00:00 スコーム

目標管理制度では面談やミーティングを活用してPDCサイクルを流すこ

とが重要です。本コースでは、面談の基本や部下との面談のポイント、期

首・期中・期末での面談手法、面談と業績評価、面談がうまくいかないと

きのテクニックなどを解説します。効率的かつ効果的な面談で部下の能力

を引き出しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-031 〇 2021年改訂_人事考課の基本的な考え方を学ぶ 1:00:00 スコーム

人事考課の導入は企業にとってなぜ必要なのか、正しく理解できています

か。本コースでは人事考課の目的や導入のポイント、考課内容、目標管理

設定、人事考課と人物評価、人事制度で失敗しないためのポイント、人事

考課の流れなどを解説します。人事考課の考え方や流れを理解しましょ

う。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-032 〇 2021年改訂_いまさら聞けない採用実務のイロハを学ぶ 1:00:00 スコーム

採用実務も募集によって気を付けるべきポイントが異なります。本コース

では、新卒・中卒・ベテラン・高年齢者採用時の募集方法や、それぞれの

採用における注意事項や面接のポイント、履歴書と職務経歴書の見方、面

接官の心構え、面接での質問禁止事項を解説します。採用実務の基本的な

知識を身に着けましょう。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-033 〇 人材管理の考え方 0:26:15 動画

本講座を学ぶことにより、人材の重要性、人材管理のプロセスとポイント

について身に着けることができます。採用・配置・評価・育成・処遇のプ

ロセスに沿って実施することを学習し、ただ単にプロセスを回すだけでな

く、動機づけが重要であることを学ぶことは、人材管理を行う上で重要で

す。

1 〇

株式会社manebi 90



playse_コース一覧_2022年5月30日.xlsx

大分類 中分類 教材コード リリース コース名 学習時間 形式 内容 レッスン数テスト有

人事・労務・総務 人事 HUMA01-034 〇 面談法 0:31:54 動画

本講座では、チームメンバーに対して効果的な面談を行うためのポイント

や、ティーチャー、コーチ、パートナーの役割を使い分けて相手の話を引

き出す方法も学びます。面談は、メンバーそれぞれと深く対話する絶好の

機会ですので、活用しましょう。

・面談を成立させるために

・効果的な面談をするためのポイント

・面談の手順

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-001 〇 知っておきたい社会保険のキホン 0:12:29 動画

健康保険および厚生年金保険に関して、その概要から加入手続きの流れと

注意点、標準報酬月額の算出方法、社会保険料の計算方法、従業員負担分

の計算のポイント、賞与の取り扱いのほか、パート・アルバイトの保険加

入についても解説します。社会保険の基本をしっかり理解しましょう。

2 -

人事・労務・総務 労務 HUMA02-002 〇 知っておきたい労働保険のキホン 0:13:40 動画

労働保険（労災保険と雇用保険）は、労働者を雇用する場合に国から加入

が義務付けられている強制保険です。本コースでは、労災保険、雇用保険

のそれぞれにおける具体的な内容から対象者、保険料の納付、加入手続き

について、簡潔に解説します。労働保険の基礎知識を身に着けましょう。

3 -

人事・労務・総務 労務 HUMA02-054 〇 "人を雇う”場合の法律上の注意点 0:22:16 動画

事業規模の拡大に伴って企業にとって雇用は必要であると同時にリスクを

負う要因の一つとなります。本コースでは人材募集・採用における注意点

から、雇用後の労務管理、労働契約終了時のトラブル回避まで、一連の

「雇用」の流れに沿って解説します。人を雇うときに注意が必要なポイン

トを学びましょう。

4 -

人事・労務・総務 労務 HUMA02-055 〇 ハラスメントを防止しましょう（パワハラ編） 0:16:18 動画

ハラスメントは人権侵害です。本コースではハラスメントの中でもパワー

ハラスメント（パワハラ）について、どのような行為がパワハラに該当す

るのか、パワハラが及ぼす影響、関連法規、指導・注意とパワハラの違い

について、事例を交えて学びます。職場のパワハラを防止しましょう。

1 -

人事・労務・総務 労務 HUMA02-056 〇 ハラスメントを防止しましょう（パワハラ編）スライド版 0:16:00 スライド

ハラスメントは人権侵害です。本コースではハラスメントの中でもパワー

ハラスメント（パワハラ）について、どのような行為がパワハラに該当す

るのか、パワハラが及ぼす影響、関連法規、指導・注意とパワハラの違い

について、事例を交えて学びます。職場のパワハラを防止しましょう。

1 -

人事・労務・総務 労務 HUMA02-058 〇 パワーハラスメント防止講座 0:12:53 動画

パワーハラスメントの本質をあなたは本当に正しく理解していますか。パ

ワハラは個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許さ

れない行為です。本コースでは漫画を使用しながら、パワハラへの基本的

理解からグレーなパワハラへの理解、未然防止方法を具体例に沿って解説

していきます。

1 -

人事・労務・総務 労務 HUMA02-059 〇 ハラスメント防止講座 0:30:30 動画

「ハラスメント」とは何かについて紹介します。パワーハラスメント、セ

クシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関するハ

ラスメントとはどのようなものを指すのかを具体例を交えて学び、防止の

方法を扱います。最後にハラスメントに対する対処方法を取り上げ更に理

解を深めていきます。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-060 〇 ハラスレイヤーと学ぶパワーハラスメント防止講座 0:11:02 動画

パワーハラスメント防止法が2020年6月に施行され、パワーハラスメント

への人々の意識はますます高まっています。本コースでは、漫画形式の

ケースドラマを交えてパワーハラスメントの定義やパワーハラスメントに

該当する行為などを解説します。パワーハラスメントについて楽しく、わ

かりやすく学びましょう。

1 -
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-061 〇 LGBT講座 0:19:13 動画

本講座では、性的マイノリティを総称してLGBTと呼んでいます。はじめ

に、ＬＧＢＴ／多様な性とは何かについて学びます。それから、ＬＧＢＴ

の人と共に働くためにどうすればよいかについて、ハラスメントを未然に

防止する方法やカミングアウトを受けたときにどう接すればよいか等につ

いて紹介します。最後に、何故、企業やビジネスパーソンがＬＧＢＴに理

解を示す必要があるかについて取り上げます。

1 -

人事・労務・総務 労務 HUMA02-063 〇 労務管理講座 0:15:44 動画

労務管理の心構えと、?基本となる労働基準法・労働安全衛生法を解説す

ることをとおして、労働者が気持ちよく働ける職場環境づくりを目指しま

す。

※本講座は2015年6月時点の情報を元に制作しています。

1 -

人事・労務・総務 労務 HUMA02-064 〇 リモートワークにおける労務管理講座 0:20:55 動画

本講座では、リモートワーク中の適切な労務管理に必要な知識を学習する

ことができます。リモートワークのメリット、デメリットをおさえつつ、

労働時間の管理、安全衛生法、労働災害、リモートワーク時の部下との関

わり方などを順に解説していきます。

1 -

人事・労務・総務 労務 HUMA02-065 〇 2021年改訂_セクシャルハラスメントの知識（初級） 1:00:00 スコーム

セクハラ防止のために必要な対策は雇用管理上必要となります。本コース

ではどのような行為がセクハラに該当するかということやセクハラがもた

らす損失、セクハラを起こさない考え方について解説します。セクハラは

「そんなつもりはなかった」では済まされません。セクハラを正しく理解

して対策しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-066 〇 2021年改訂版_セクシャルハラスメントの知識（上級） 1:00:00 スコーム

コプライアンス専門部署の設置や相談窓口の設置など、セクハラ防止のた

めに講ずべき対策や、セクハラ発生してしまった後の対応方法や適用され

る法令、セクハラを行った従業員の処分などについて、より具体的に解説

します。企業としてセクハラ防止の対策を適切に実施できるようになりま

しょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-067 〇 2021年改訂版_セクシャルハラスメントの知識（中級） 1:00:00 スコーム

セクハラの現状や女性差別的意識・男性優位的意識・優越的地位の乱用・

男性中心性分化などのセクハラの原因、セクハラの予防策、コンプライア

ンス経営の意義や必要性、事業主が講ずべき措置について解説します。よ

り具体的にセクハラの知識や企業が講ずべき措置への理解を深めましょ

う。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-068 〇 2021年改訂_パートタイム労働法の基礎知識 1:00:00 スコーム

少子高齢化が進み、就業形態が多様化する中、パートタイム労働者が我が

国の経済活動に重要な役割を担うようになりました。本コースでは、パー

トタイム労働法改正の背景やパートタイム労働者の定義、就業規則、差別

的取り扱いの禁止、賃金や教育訓練・福利厚生の均等待遇などについて解

説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-069 〇 2021年改訂_ハラスメント 1:00:00 スコーム

企業で問題になることの多いハラスメントですが、どのような行為がハラ

スメントとみなされるか理解していますか？本コースでは、ハラスメント

とはということから、セクハラ、パワハラ、マタハラ・パタハラ、アンコ

ンシャスバイアスについて解説するとともに、ハラスメントへの対応を学

びます。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-070 〇 2021年改訂_ハラスメントによる病の労災認定を知る 1:00:00 スコーム

職場でのハラスメントは放っておくと企業に大きなリスクをもたらしま

す。本コースでは、そもそもハラスメントとは何かということから、セク

ハラ・パワハラの概要、ハラスメントと企業のリスク、ハラスメントによ

り引き起こされる心の病の労災認定判断基準などを事例に沿ってわかりや

すく説明していきます。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-071 〇 2021年改訂_育児介護休業法の基礎知識 1:00:00 スコーム

仕事と生活の両立支援の実現のため、育児介護休業法が制定され、日本の

企業にも定着してきました。本コースでは、社会情勢と両立支援の考え方

や育児休業、介護休業、勤務時間短縮等の措置、深夜業の制限、子の看護

休暇、紛争解決制度、事業主の講ずべき制度など、育児介護休業法の基礎

知識を解説します。

1 〇
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-072 〇 2021年改訂_健康保険法の基礎知識 1:00:00 スコーム

健康保険は、医療保険制度全体で見ても中核といえる保険制度であり、国

民健康保険とともに我が国の国民皆保険体制を下支えしています。本コー

スでは、特に保険給付の部分を中心に、健康保険制度の運営主体や健康保

険を受けられる家族の範囲、届出実務、標準報酬月額、病気・ケガに対す

る給付などを解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-073 〇 2021年改訂_雇用保険法の基礎知識 1:00:00 スコーム

雇用保険は失業者だけではなく、現在就業している方も給付の対象として

いる公的保険で、我が国のセーフティ・ネットを考える上で重要な位置づ

けとなるものです。本コースでは雇用保険制度の概要や適用範囲、被保険

者資格の取得や喪失、基本手当以外の求職者給付、教育訓練給付などを解

説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-074 〇 2021年改訂_厚生年金保険の基礎知識 1:00:00 スコーム

厚生年金保険における給付とは、国民年金制度における基礎年金を土台と

したプラスアルファの給付です。本コースでは、厚生年金制度の成り立ち

や届出実務、標準報酬月額、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年

金、離婚をした場合の特例などについて事例を交えてわかりやすく解説し

ます。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-075 〇 2021年改訂版_高年齢者雇用安定法の基礎知識 1:00:00 スコーム

少子高齢化の進行により労働人口は全体として減少し、高年齢者のこれま

での経験や能力を有効に活用することが求められるようになりました。本

コースでは、高年齢者雇用安定法の概要や高年齢者雇用確保措置の義務達

成への流れ、継続雇用制度のポイント、再就職の促進のポイントなどにつ

いて解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-076 〇 2021年改訂_国民年金法の基礎知識 1:00:00 スコーム

国民年金制度は、全国民を対象とした基礎年金としての性格を持ってお

り、公的年金制度の中でも最も重要なものであるといえます。本コースで

は、国民年金制度の成り立ちから被保険者の種類、届出実務のポイント、

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の概要、国民年金基金などに

ついて解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-077 〇 2021年改訂_障害者雇用促進法の基礎知識 1:00:00 スコーム

障害者雇用促進法は、障がい者が自立した生活を送ることができるよう、

企業に対して雇用義務を課し、障がい者本人に対しても支援をするための

法律です。本コースでは、法の概要や事業主の雇用義務、中小企業の障が

い者雇用促進、障がい者雇用納付金の申告・納付等について解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-078 〇 2021年改訂_男女雇用機会均等法の基礎知識 1:00:00 スコーム

男女雇用機会均等法では、職場での様々な場面で起こりうる性別による差

別を禁止しています。本コースでは、同法の具体的な禁止事項について、

募集・採用・配置・昇進・降格・退職・定年・解雇等の場面毎に解説しま

す。また、間接的差別に該当するケース、女性労働者の特例なども学びま

す。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-079 〇
2021年改訂_労使紛争リスク回避のポイント「セクハラ・パ

ワハラによる生じるリスクとは？」
1:00:00 スコーム

セクハラ・パワハラはどの職場でも起こりうる事態で、誰でも被害者・加

害者になる可能性があります。本コースではセクハラ・パワハラについて

その概要や企業のリスク、予防と体制整備について解説します。セクハ

ラ・パワハラを放置せずに、きちんと対応できるようになりましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-080 〇
2021年改訂_労使紛争リスク回避のポイント「割増賃金支払

に関して生じるリスクとは？」
1:00:00 スコーム

賃金形態・就業形態が多様化し、割増賃金を適正に計算するのは難しい作

業になってきています。本コースでは、割増賃金支払いに関するリスクや

割増賃金の支払いが必要となるケース、フレックスタイム制適用者や年俸

制適用者の割増賃金などについて、ケーススタディを交えて解説します。

1 〇
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-081 〇
2021年改訂_労使紛争リスク回避のポイント「人事異動に関

して生じるリスクとは？」
1:00:00 スコーム

企業は柔軟に会社組織を変動し、人事異動やそれに伴う労働条件変更等の

人事権を行使しますが、正しい手順とルールで行わないとトラブルになる

ことがあります。本コースでは配転や出向、転籍、昇進・昇格・降格の問

題点と解決策を解説します。人事異動をトラブルなく進められるようにな

りましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-082 〇
2021年改訂_労使紛争リスク回避のポイント「懲戒処分に関

して生じるリスクとは？」
1:00:00 スコーム

終身雇用・年功序列を特色とした日本型効用は崩れ、労働者の権利意識が

向上している中、懲戒処分には法的根拠や手続きへの配慮が必要とされて

います。本コースでは懲戒権や懲戒の書類、ケースごとの懲戒処分、有効

となる懲戒の要件などについて解説します。適切な対応でトラブルを防ぎ

ましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-083 〇 2021年改訂_労働安全衛生法の基礎知識 1:00:00 スコーム

労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立してできた法律です。労働安

全衛生法について、法の目的と事業者の責務、一般的な安全衛生管理体

制、危険防止・健康障害防止の措置、機械や危険有害物に関する規制、安

全衛生教育、健康診断、作業環境測定、派遣労働者に係る法の適用などを

解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-084 〇 2021年改訂_労働基準法の基礎知識 1:00:00 スコーム

労働基準法は職場における労働条件の最低基準を定めた法律です。本コー

スでは、労働契約の成立時のポイントや労働者を解雇するときのポイン

ト、賃金支払いの原則、労働時間・休暇に関する規定、割増賃金などにつ

いて解説します。同法が使用者取締法規としての性格を持っていることを

認識しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-085 〇 2021年改訂_労働契約法の基礎知識 1:00:00 スコーム

近年就業形態が多様化していることから、個別の労使トラブルも増加傾向

にあります。本コースでは、労働契約法成立の背景から始まり、労働契約

法における労働者・使用者の考え方、労働契約の基本的ルール、労働契約

の締結・変更・終了時のポイント、労働基準法との関係などについて学習

します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-086 〇 2021年改訂_労働者災害補償保険法の基礎知識 1:00:00 スコーム

労災保険は、労働者が安心して働けるように、職場や通勤時のケガなどに

対して手厚い給付が行われるものです。本コースでは、労災保険の制度の

概要や業務災害・通勤災害に該当するケース、業務上疾病の認定、給付基

礎日額、治癒前・治癒後および死亡に関する給付、労災保険の実務などを

解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-087 〇 2021年改訂_労働組合法、労働関係調整法の基礎知識 1:00:00 スコーム

労働組合法は、労働者の地位を向上させることを目標とする法律です。本

コースでは、労働組合法の概要や団体交渉・労働協約・労働委員会の救済

など、労働組合法の基礎を学びます。また、憲法が保護する労働三権の実

現のために、労働組合法と労働関係調整法がどのように規定されているか

を学びます。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-088 〇 2021年改訂_労働保険徴収法の基礎知識 1:00:00 スコーム

労働保険料の年度更新は、社会保険料（健康保険や厚生年金の保険料）と

は異なる納付制度となっているため注意が必要です。本コースでは労働保

険の保険関係、労働保険料の概要、労働保険料の納付手続き、概算保険料

の延納、日雇い労働者の保険料、労働保険事務組合などについて解説しま

す。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-089 〇 2021年改訂_労務管理とは？（雇止め・雇い入れ編） 1:00:00 スコーム

有期労働契約者は安易に退職させることができると思われがちですが、契

約内容等を正しく把握していないとトラブルに発展することもあります。

本コースでは、有期労働契約者の雇入れ時の対応ポイント、更新時の注意

点、雇止めの予告のルール、違反した会社への措置などを解説します。

1 〇
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-090 〇 2021年改訂_労務管理とは？(残業問題編) 1:00:00 スコーム

社員を残業させた場合は、残業代の支払いが生じます。これを適正に行わ

ないと会社は大きなリスクを負うことになります。本コースでは、時間外

労働の手続きや36協定、労働時間管理の必要性、残業申請の問題点、残

業代計算の基礎となる賃金、時間外労働・休日労働の割増、定額残業代な

どを解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-091 〇
2021年改訂_厳しい指導か？パワハラか？（指導とパワハラ

の境とは？）
1:00:00 スコーム

パワーハラスメントには、ボーダーラインにおけるあいまいさや、加害者

が無自覚だという特徴があり、予防と対策が課題となっています。本コー

スでは、何がパワハラにあたるのかということから、パワハラが企業・個

人に与えるダメージ、パワハラが起きない職場づくりなどを解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-092 〇 2021年改訂_セクシャル・ハラスメントの対策を学ぶ 1:00:00 スコーム

本コースでは、まずセクシャル・ハラスメント（セクハラ）の概要や企業

に及ぼす影響、セクハラの具体的ケースや裁判などの事例などを学びま

す。セクハラの基礎知識を理解した上で、セクハラの予防策やコンプライ

アンス、事後対応、被害者の救済手段について解説します。セクハラの対

応策を理解しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-093 〇 2021年改訂_就業に伴う法律知識 1:00:00 スコーム

企業の従業員を保護する法律にはさまざまなものがあり、企業は従業員に

対して就業にともなう法律知識を正しく理解している必要があります。本

コースでは主に従業員の立場から、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保

険法、厚生年金保険法など、就業にともなう法律知識を学んでいきます。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-094 〇 2021年改訂_直ぐに使える労務管理とは？ 1:00:00 スコーム

ワークライフバランスをはじめとする時短の流れの中で、労働時間管理

は、労働基準政策の中心をなしています。本コースでは労働基準監督署の

臨検や法定労働時間の基礎知識、36協定、時間外手当不払いの場合とそ

の罰則、法律面の運用と実務上の運用など、労務管理についてケーススタ

ディを交えて解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-095 〇 2021年改訂_派遣先のための労働者派遣法入門 1:00:00 スコーム

労働者派遣の概要や業務請負との違い、労働者派遣の受入可能期間、派遣

社員に問題がある場合の対応、派遣社員の管理体制、派遣社員に対するセ

クハラなど、労働者派遣について派遣社員を受け入れる会社の立場から

知っておくべきことを解説します。派遣社員を適切に受け入れられるよう

になりましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-096 〇 2021年改訂_労務管理とは？（基礎編） 1:00:00 スコーム

管理者は部下を持った時点で管理責任を負い、管理者の不用意な言動が違

法行為だった場合、様々な問題が生じます。そのため、労務管理の知識は

担当部署だけでなく現場の管理者にも求められます。本コースで労務管理

に必要な法律、採用に関わる法律、就業に関わる法律、退職に関わる法律

などを学びましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-097 〇 2021年改訂_労務管理とは？（特別編） 1:00:00 スコーム

雇用の多様化が進み、同じ職場に雇用形態の異なる労働者が混在して働い

ており、管理者は部下の労働契約の違いや状況に応じた対応が求められる

ようになりました。本コースでは、女性労働者や正社員とは契約形態の異

なる労働者、要介護状態の家族を抱える労働者など、特性に配慮した法律

の概要を解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-098 〇 2021年改訂_使用者が労働者に対して負う義務を学ぶ 1:00:00 スコーム

本コースでは、労働契約やプライバシーの保護、健康配慮義務、賃金の全

額支払義務、労働組合活動、安全配慮義務、労働災害の保証など、使用者

が労働者に対してどのような義務を負うのか解説します。企業として労働

者に何をしなければならないのか、損害賠償となるケースもふまえ、正し

く理解しましょう。

1 〇
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-099 〇 2021年改訂_労働時間弾力化の制度設計と運用実務を学ぶ 1:00:00 スコーム

多種多様な現代の産業構造下では、労働基準法で定められている法定労働

時間を守ることが難しい企業もあります。本コースでは、変形労働時間制

の種類やシフトの作成方法、フレックスタイム制。専門業務型裁量労働

制・企画業務型裁量労働制の概要や制度導入の要件などを解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-100 〇 2021年改訂_セクハラ発生への対応策を学ぶ 1:00:00 スコーム

職場でのセクシャルハラスメント（セクハラ）はどのような問題なのかと

いうことから、セクハラの種類、相談窓口の設置などの会社が講じるべき

措置について解説します。セクハラには様々な種類があり、本人に自覚が

無くてもセクハラとみなされることもあります。セクハラを正しく理解

し、適切な対策をとりましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-101 〇 2021年改訂_現場の生産性を高める意識改革の方法とは？ 1:00:00 スコーム

よい職場は従業員のモラールも高く、定着率もよく、生産性も上がりま

す。本コースでは、現場の生産性を高める意識改革の方法として、経営戦

略の重要性や現場に浸透させるポイント、モラールを向上させるキーワー

ド、権限移譲の進め方、成功・失敗したときの指導方法、職場の雰囲気作

りなどを解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-102 〇 2021年改訂_労働時間の管理・運用法を学ぶ 1:00:00 スコーム

労務管理において理解しておくべき労働基準法について、概要や適用され

る会社、労働時間と休憩時間、法定労働時間と時間外労働、法定休日、休

日の運用法、年次有給休暇について解説します。労働基準法や法に基づい

た労働時間、休日等を正しく理解して労務時間を管理・運用しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-103 〇 2021年改訂_裁量労働制とは？ 1:00:00 スコーム

自由な働き方として注目されている裁量労働制について、正しく理解でき

ていますか。本コースでは裁量労働制の概要や残業代の支払い、深夜労

働、裁量労働制が適用される業務、実施手続き、裁量労働制を導入する際

の留意点を解説します。企業・労働者ともに裁量労働制の正しい知識を身

に着けましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-104 〇 2021年改訂_ルールに基づく時間外労働の管理を学ぶ 1:00:00 スコーム

時間外労働の管理について、正しい知識を持っていますか。本コースで

は、36協定の概要や変形労働時間制での時間外労働、法定労働時間を超

えた場合の割増賃金、割増賃金の計算の基礎となる賃金、残業代の代わり

に定額の手当てを支給する方法、年少者・妊産婦の時間外労働などを解説

します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-105 〇 2021年改訂_労働時間についての基本的な考え方とは？ 1:00:00 スコーム

現場の管理者にとって部下の労働時間の管理は重要なことです。本コース

では、労働時間の原則と特例、労働時間と休憩時間の長さとの関係、休憩

の3原則とその例外、法定休日、休日の振替と代休の違い、36協定の要件

と効果、割増賃金の支払義務が生じる場合、労働が重複する場合の割増率

などを解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-106 〇 2021年改訂_派遣元のための労働者派遣法入門 1:00:00 スコーム

派遣会社が派遣社員に対してどのような義務を負うのかということから、

請負と派遣の違い、労働者派遣事業の手続き、派遣禁止業務、派遣期間の

制限、日雇い派遣、派遣先での雇用制限の禁止、個人情報の保護、派遣先

が派遣社員の採用を希望しない場合の対応など、派遣会社が知っておくべ

き事項を解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-107 〇 2021年度改訂_労働時間・休暇・休日のイロハを学ぶ 1:00:00 スコーム

利益や所得を確定するうえで、税金の知識は欠かすことができません。本

コースでは、税法の体系や税金の分類といった税金の基礎から、所得税・

住民税・相続税・贈与税といった個人の税金、法人税・地方法人税・消費

税・法人住民税といった法人の税金、不動産の税金など、税金について体

系的に学びます。

1 〇
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-108 〇 2021年度改訂_労働契約・就業規則・労使協定の基礎を学ぶ 1:00:00 スコーム

税金の支払いは、コンプライアンスの対象でもあり、企業の利益確定のた

めの重要な要素でもあります。本講座では、法人税、消費税、法人住民

税・法人事業税・地方法人特別税など企業が支払わなくてはならない税金

について、計算法から申告書まで種類ごとに学習します。法人と税金の関

係を理解しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-109 〇 2021年改訂_労働時間弾力化のイロハを学ぶ 1:00:00 スコーム

多種多様な現代の産業構造下では、労働基準法で定められている法定労働

時間を守ることが難しい企業もあります。そのため、労働基準法では例外

として法定労働時間の弾力化を認めています。本コースでは労働時間の弾

力化の考え方や、労働時間弾力化の方法、フレックスタイム制やみなし労

働時間制などを解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-110 〇 2021年改訂_労働基準法に基づく休暇と休日の与え方を学ぶ 1:00:00 スコーム

休日と休暇、休日の振替と代休の違いや、年次有給休暇の時期指定権につ

いて正しく説明することができますか。本コースでは、労働基準法におけ

る休暇と休日の違い、休日の振替、ゆとり休暇、特別休暇制度、年次有給

休暇の考え方・与え方・比例付与・計画的付与について解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-032 〇 モチベーションが持続する目標設定の仕方講座 0:30:43 動画

個人でも組織でも、設定したゴールによってモチベーションや将来像は大

きく変わってきます。本講座では、目標管理制度（MBO）の考え方に基

づいて、個人の目標、チームの目標、組織の目標の設定の仕方を解説して

いきます。モチベーションアップにつながる目標を設定し、個人、チー

ム、組織全ての未来へとつなげましょう。

6 -

人事・労務・総務 総務 HUMA03-033 〇 2021年改訂_今さら聞けない！「ライセンス契約とは？」 1:00:00 スコーム

「ライセンス契約」という言葉を聞いても、自分の業務には無関係だと思

われる方もいるかもしれませんが、個人や企業が開発した技術やアイディ

アは意外な商品に活かされていることも多いです。本コースではライセン

ス契約について、その概要や関連法律、ライセンス交渉のポイントを解説

します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-034 〇 2021年改訂_今さら聞けない！「秘密保持契約とは？」 1:00:00 スコーム

秘密保持契約は契約の中でも最も頻繁にやり取りされているものの一つと

いえますが、一口に秘密保持契約といっても取り交わされる場面に応じて

様々なことを検討する必要があります。本コースでは、秘密保持契約の基

礎知識や契約に含まれる主な内容、タイプの異なる秘密保持契約について

解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-035 〇 2021年改訂_会社設立の手続と方法を知る 1:00:00 スコーム

会社設立の手続と方法を学びましょう。本コースでは、会社法に定められ

た会社の種類、会社の種類ごとの法的違い、株式会社設立の概要、発起設

立と募集設立の手続き、不当な会社財産の形成に対する規制、発起人の権

限、定款に記載した設立費用額を超えた場合の超過額の負担などについて

解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-036 〇 2021年改訂_出向・転籍の留意点を学ぶ 1:00:00 スコーム

出向・転籍とは何かということから、出向・転籍と配転の違い、出向・転

籍のメリット、出向を命ずるときにしてはいけないこと、出向先から復帰

させるときのポイント、出向・転籍労働者の労働条件などについて解説し

ます。出向・転籍の違いやメリット、留意点について理解を深めましょ

う。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-037 〇 2021年改訂_監査役と監査役会の基礎知識・公開会社編 1:00:00 スコーム

監査役は、取締役の職務執行や会計業務を監査するための機関です。本

コースでは、公開会社における監査役の地位や、監査役が負う義務、監査

役の責任、監査役会の概要、監査役会設置のポイント、監査役会設置会社

の特例について解説します。公開会社における監査役の役割や監査役会の

権限を理解しましょう。

1 〇
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人事・労務・総務 総務 HUMA03-038 〇 2021年改訂_従業員が裁判員に選ばれた場合の会社の対応 1:00:00 スコーム

2009年から施行された「裁判員制度」について、従業員が裁判員に選ば

れた場合は企業にも対応が求められます。本コースでは、制度の概要や休

暇を申し出た従業員に対する企業の対応、休みの取り扱いなどについて解

説します。従業員にきちんと説明できるように制度を理解しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-039 〇 2021年改訂_会社法に基づく機関設計のイロハとは？ 1:00:00 スコーム

会社の機関について正しく理解していますか。本コースでは、会社の機関

の意義と目的、機関の特色、公開会社の定義と要求される機関設計、大会

社の定義と要求される機関設計、非公開会社の定義と要求される機関設

計、指名委員会設置当会社の定義と要求される機関について解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-040 〇 2021年改訂_株主総会運営者のための基礎知識を学ぶ 1:00:00 スコーム

株主総会の準備段階で注意すべきことや議事シナリオの構成、リハーサル

のポイント、取締役・監査役の説明義務の範囲、子会社・関連会社に関す

る説明義務、執行役員の株主総会における責務、議事運営と総会屋対策、

株主懇談会を開催する際の注意点、マスコミへの公開などを解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-041 〇 2021年改訂_ケーススタディー取締役の責務とは？ 1:00:00 スコーム

取締役にはどのような義務があるのでしょうか。本コースでは、会社法に

おける取締役の一般的義務・個別的義務の内容、善管注意義務を怠った場

合の責任追及、役員の責任免除と軽減に関する規定、内部統制システム構

築義務、経営判断の原則、株価が暴落した場合の責任などを解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-042 〇 2021年改訂_OJT計画の立案と実施を学ぶ 1:00:00 スコーム

職場内教育・企業内教育と呼ばれるOJTについて、概要や指導者の役割、

OJTの仕組みづくり、計画的なOJTのポイント、指導者による成果の差、

OJTの限界、ジョブ・ローテーションとCDPなどを解説します。OJTのポ

イントをおさえて効率的に運用し、新入社員を即戦力に育てましょう。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-043 〇 2021年改訂_執行役の果たすべき責務とは？ 1:00:00 スコーム

指名委員会等設置会社では、執行と監督を分けることで、業務執行者に対

する取締役会の監督機能の強化と改善を狙っています。本コースでは、指

名委員会等設置会社における執行役の資格・権限・義務、代表執行役の役

割、執行役と会社の関係、会社・第三者に対する執行役の責任などについ

て解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-044 〇 2021年改訂_ナレッジマネジメントのイロハを学ぶ 1:00:00 スコーム

企業には様々なデータ・情報・知識があり、その共有は組織が利益を上げ

ていく上で非常に重要です。本コースでは、ナレッジマネジメントの概要

や実践のメリット、実践方法などを解説します。組織にとって必要なナ

レッジを見極めて、効率的に共有し、企業の業績アップを目指しましょ

う。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-045 〇 2021年改訂_社外取締役の果たすべき責務とは？ 1:00:00 スコーム

本コースでは、社外取締役になるための資格や社外取締役の設置が必要と

なる会社、設置することのメリット、設置するための手続、社外取締役と

なった者の職務上の義務、職務上の義務に違反した場合に問われる責任、

責任限定契約、第三者に対する責任、名目的取締役となった社外取締役の

責任などを解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-046 〇 2021年改訂_監査役の果たすべき責務とは？ 1:00:00 スコーム

監査役・監査役会はどのような役割を担っているのでしょうか。本コース

では、監査役の役割、監査役の選任と終任の要件、監査役の権限や義務、

監査役の差止請求が認められるケース、監査役の報酬、監査役会の権限と

機能、監査役の会社・第三者に対する責任などについて解説します。

1 〇
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人事・労務・総務 総務 HUMA03-047 〇 2021年改訂_取締役の果たすべき責務とは？ 1:00:00 スコーム

会社法では取締役についてどのような規定をしているのでしょうか。本

コースでは、取締役の一般的・個別的義務、善管注意義務を怠った場合の

責任追及、競業・利益相反取引を行った場合の責任追及、役員の責任免除

と軽減の規定、内部統制システム構築義務など、会社と取締役の法的な関

係を解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-048 〇 2021年改訂_知っておきたい株式公開の実務 1:00:00 スコーム

広く一般投資家が株主となることによって、会社が「個人企業」から「社

会的な存在」に変わることが株式公開です。本コースでは、株式公開とは

何かということから、株式公開のメリット・デメリット、株式公開に関す

る留意点、将来の業績見通しのポイント、各種整備などについて解説しま

す。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-049 〇 2021年度改訂_株主総会の基礎知識・非公開会社編 1:00:00 スコーム

会計上、現金支出を伴わない様々な引当金を計上することで、財務的基盤

を強化することができますが、税法では損金に算入できる引当金を制御し

ています。本コースでは、引当金計上の必要性や返品調整引当金が計上で

きる業種、退職給付引当金の会計上・税法上の処理、ポイント引当金など

について解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-050 〇 2021年度改訂_監査役と監査役会の基礎知識・非公開会社編 1:00:00 スコーム

部下を持つ立場として欠かせないマネジメントの考え方や管理者に必要な

3つの能力、リーダーシップ、部下のタイプ別指導方法を解説します。マ

ネジメントの定義や管理者に必要なヒューマンスキル、コミュニケーショ

ンスキル、部下の指導方法を理解し、部下に効果的な指導ができるように

なりましょう。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-051 〇 2021年度改訂_目標管理の作り方と上手な運用法とは？ 1:00:00 スコーム

相続税について、民法上の法定相続人、相続税法上の法定相続人、遺言の

種類とその有効性、遺留分が認められている人、遺言が必要となるケー

ス、相続税の計算、生命保険を活用した相続対策などの基礎知識を解説し

ます。相続税対策として各種商品を販売する際に有効な知識の裏づけが得

られます。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-052 〇 2021年改訂_役員・新株・定款の基礎知識を学ぶ 1:00:00 スコーム

本コースでは、役員の選任・解任、解任された役員の権利・義務、名目的

役員の責任、新株発行と株主、新たに株主となる権利の移転、不当な新株

発行に対する事前の法的手段、定款の有効範囲、定款違反の株主総会決議

など、企業をめぐる役員・新株・定款の意義・役割等に関する基礎知識を

解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-053 〇
2021年改訂_業績アップのための目標管理制度のポイントを

学ぶ
1:00:00 スコーム

目標管理がなぜ必要なのかということから、モチベーションを高めるため

に何が必要なのか、目標設定のステップ、プロセス管理の重要性、正しい

結果評価、結果評価の活用など、業績をアップさせるための目標管理制度

のポイントを解説します。メンバーのモチベーションを高めて目標を達成

しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-054 〇 2021年改訂_ワークライフバランスとは何か 1:00:00 スコーム

ワークライフバランスが注目されるようになっていますが、正しく理解で

きていますか。本コースではワークライフバランスについて、背景や関係

者が果たすべき役割、日本のワークライフバランス施策の全体像、労働時

間に関わる施策、施策推進のポイントなどを解説します。仕事と生活の調

和を目指しましょう。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-055 〇 2021年改訂_株主代表訴訟と取締役・監査役の責務 1:00:00 スコーム

株主代表訴訟とは、株主が会社に代わって役員等に、会社に対する損害賠

償を請求することができる制度のことで、企業の規模を問わず提起される

ことがあります。本コースでは、株主代表訴訟の概要や手続きの流れ、株

主代表訴訟への日頃の備えや予兆を察知する方法、訴訟が提起された場合

の対応の流れを解説します。

1 -
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人事・労務・総務 総務 HUMA03-056 〇 ワークライフバランス 0:31:26 動画

本講座では、ワークライフバランスを実践する重要性を理解したうえで、

実践していくためのポイントについて事例を交えながら学びます。（・な

ぜ、ワークライフバランスが必要なのか　・ワークライフバランスを実現

するために　・今日から取り組むワークライフバランス（事例）　・ワー

クライフバランスを定着させるために）

6 〇

法務 企業法務 LEGA01-012 〇 債権回収の実務を学ぶ　パート1 1:00:00 スコーム

相手方が資金繰りに窮するようになると、債権の回収は不可避的な課題に

なります。本コースでは、弁済による債権回収や詐害行為取消しの効果、

不動産を返還させる方法による債権回収の実務、小さな会社から担保にと

れるもの、消滅時効完成後の債権回収など、債権回収の実務におけるポイ

ントを解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-013 〇 債権回収の実務を学ぶ　パート2 1:00:00 スコーム

担保に取っていない不動産から優先弁済を受けるポイント、手形のジャン

プによる回収方法、合法的に自社商品を引き揚げる方法、他社の商品を引

き揚げる方法、法的倒産手続きにおける総裁の禁止、予約・停止条件の活

用方法などを解説します。法律の範囲内で正しく債権回収できるようにな

りましょう。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-048 〇 インサイダー取引 0:18:04 動画

インサイダー取引とはどういうものなのか、インサイダー取引をするとど

うなるのか、インサイダー取引を未然に防ぐためにはどうすればいいか、

といった疑問を解消するために、事例を踏まえてインサイダー取引につい

て解説します。

※本講座は2018年7月時点の情報を元に制作しています

1 -

法務 企業法務 LEGA01-049 〇
【インサイダー取引】社外秘の新製品情報をうっかり知人に

漏らしたら
0:10:58 動画

インサイダー取引、という言葉は、ニュースや新聞などで見かけることも

しばしばありますが、それがいったいどんなものなのか、知っている人は

あまり多くありません。本講座では、誰しもが犯すリスクのある、インサ

イダー取引についての基礎知識と、その対策について学んでいきます。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-050 〇
【下請法／下請代金の減額】代償は安くない？下請事業者へ

の値下げの「お願い」
0:08:53 動画

本講座では、「下請法違反」のケースと必要な心構え、対応をドラマ仕立

ての動画教材で解説していきます。想定されるケースは、とある企業に

て、赤字の想定されるやり取りの中で、取引先に連絡して仕入れ額の減額

を考えるケースです。下請け会社に対して、どのような行為が違法に当た

るのか、しっかりと学びましょう。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-051 〇 【独占禁止法】小売店への「安売りやめて」は法律違反？ 0:10:20 動画

本講座では、「独占禁止法違反」のケースと必要な心構え、対応をドラマ

仕立ての動画教材にて解説していきます。想定されるケースは、とある会

社にて、自社のヒット商品の安売りをやめるよう、販売店へ要請を出そう

とする社員のケースです。独占禁止法について、基本的な知識と実例を学

びましょう。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-052 〇 2021年改訂_改正民法（債権法の基礎知識） 1:00:00 スコーム

民法に関して約120年ぶりに抜本的改正が行われ、2020年4月に施行予定

になっています。本コースでは、短期消滅時効の廃止、法定利率の引き下

げ、事業用融資の保証で必要となる公正証書、契約不適合責任など、約

200にも及ぶ改正点の中から、ビジネスパーソンに必須の項目を厳選して

解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-053 〇 2021年改訂_確定給付企業年金法の基礎知識 1:00:00 スコーム

現在の日本の企業年金は確定給付企業年金、確定拠出年金にシフトしてい

ます。本コースでは、日本の年金制度の全体像から企業年金制度普及の背

景、確定給付企業年金制度導入の背景、規約型と基金型の違い、支給要件

や給付の種類、年金制度間の移行の関係、これからの企業年金について解

説します。

1 〇
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法務 企業法務 LEGA01-054 〇 2021年改訂_確定拠出年金法の基礎知識 1:00:00 スコーム

確定拠出年金はやり方によって、年金額を資産の何倍にもすることがで

き、あるいは元本を下回ってしまうこともあります。本コースでは、日本

の年金制度の仕組みから確定拠出年金の概要、企業型と個人型の違い、確

定拠出年金のメリット、確定拠出年金の給付の要件、運用の仕組みと商品

の概要等を解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-055 〇 2021年改訂_Essential 会社法 1:00:00 スコーム

「会社」についての様々な側面を定めている法律が会社法です。会社法を

知らないで、会社の活動を行うことはできません。本コースでは、コーポ

レートガバナンスとはどのようなものかということから、株式会社を動か

す機関や監査、株式会社の社員の地位や権利、重要な原則などについて解

説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-056 〇 2021年改訂_Advanced 会社法 1:00:00 スコーム

会社法の基本概念や、株式会社の設立手続きや定款の作成、株式の意義や

権利内容による株式の分類、株主平等原則、株式会社の機関や株主総会の

招集手続、株式会社の財務政策など、「essential会社法」よりもさらに

踏み込んだ内容まで学習します。法務部、総務部に所属する方には必須の

知識です。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-057 〇 2021年改訂_Essential 環境法 1:00:00 スコーム

環境問題は国や地域を超えて地球規模の問題となっており、企業の環境責

任は汚染の進行とともに強化・拡大されています。本コースでは、地球環

境問題の現状や世界・日本の環境法、公害に対する取り組みと関連法律、

廃棄・リサイクル等に関する法律、会社と環境問題の関係、環境マネジメ

ントについて解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-058 〇 2021年改訂_Advanced 環境法 1:00:00 スコーム

世界と日本の環境法の整備状況や公害を防ぐための各種規制、廃棄・リサ

イクル・エネルギーに関する法律、企業に要求される環境管理など、

「essential環境法」よりも更に踏み込んだ内容まで学習します。国際的

な視点も織り交ぜながら、環境問題について学んでいきましょう。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-059 〇 2021年改訂_Essential債権回収と法律 1:00:00 スコーム

倒産するような取引先との取引を避けるためにはどうすべきでしょうか。

本コースでは、取引を開始するときに注意すべきことや、役に立つ担保取

得とその効果、取引継続中の債権管理・保全、債権回収の基礎知識などを

解説します。営業担当の方、新入社員の方や入社２～3年目の方には必須

の内容です。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-060 〇 2021年改訂_Advanced債権回収と法律 1:00:00 スコーム

本コースでは、取引開始時の与信管理・契約管理の手順や直接・間接調

査、取引継続中の債権・担保管理、任意回収の原則や強制的な債権回収の

ポイントなどを解説します。「Essential債権回収と法律」よりも、さら

に踏み込んだ内容まで学習します。営業担当の方、リーダークラスの方に

は必須の内容です。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-061 〇 2021年改訂_Essential独占禁止法 1:00:00 スコーム

独占禁止法は機能がますます強化され、取り締まりが非常に厳しくなって

います。本コースでは、独占禁止法の目的や概要、私的独占行為の内容、

企業結合に関する規制、カルテルの定義やカルテルに対する措置、不公正

な取引の定義や具体例などを解説します。経済憲法とも呼ばれる独占禁止

法の理解を深めましょう。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-062 〇 2021年改訂_Advanced独占禁止法 1:00:00 スコーム

独占禁止法の4つの規制とその範囲、独占禁止法違反事件の処理手続、私

的独占の定義と主体、カルテルの定義、カルテルとされる要件、カルテル

に対する措置など「Essential独占禁止法」よりもさらに踏み込んだ内容

まで学習します。営業担当の方、リーダークラスの方には必須の内容で

す。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-063 〇 2021年改訂_下請法とは？ 1:00:00 スコーム

親事業社と下請業者との関係は、公正取引委員会がその適正化を推進して

います。下請法が適用される範囲は、製造業者に限定されるわけではあり

ません。本コースで下請法の概要や適用範囲、親事業者の義務や禁止事

項、違反事業者に対する措置などを学び、下請法違反企業とならないよう

にしましょう。

1 〇
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法務 企業法務 LEGA01-064 〇 2021年改訂_金融法務とは？ 1:00:00 スコーム

金融業における各種取引についての法的な根拠や規制について体系的に学

びましょう。預金取引の契約の性質やイレギュラーな事態への対応、貸付

取引の実務で起こりがちなトラブルとその防止策、内国為替業務・外国為

替業におけるポイント、銀行の基本業務と付随する業務などについて解説

します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-065 〇
2021年改訂_刑事責任が追求される会社と従業員の行動と

は？
1:00:00 スコーム

軽い気持ちで行っていたことが、実は違法行為に該当して刑事責任が追及

されることになることもあります。本コースでは、経費・交通費精算、備

品の取り扱い、企業秘密の取り扱い、著作権にまつわる不正行為など、従

業員の立場から普段の勤務において刑事責任が追及されるケースを学習し

ます。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-066 〇 2021年改訂_契約・取引と法律の関係を学ぶ 1:00:00 スコーム

商談の成立後に、その内容を確定させるのが契約の締結です。債権の回収

など、契約の内容次第で会社の業績が大きく変わることすらあります。本

コースでは契約の概要や成立要件、有効要件、契約の効力、契約と法律と

の関係、契約書作成の基本ルールやチェックポイントを解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-067 〇 2021年改訂_顧客データ管理法を学ぶ 1:00:00 スコーム

顧客情報は企業にとって貴重な資産ですが、外部からも狙われやすく、情

報が漏洩してしまうと企業の信用を失う恐れがあります。本コースでは顧

客データを適切に管理し、情報漏洩を防ぐために何を講ずべきか、顧客

データ管理関する法律やプライバシーマーク制度の概要も含めて解説しま

す。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-068 〇 2021年改訂_手形法・小切手法とは？ 1:00:00 スコーム

主に高額の商談で企業間の決済に用いられるのが手形や小切手です。手形

や小切手を使う上で注意すべきことは、いずれも法律で定められていま

す。本コースでは、手形・小切手の概要や約束手形の基礎、注意すべき約

束手形、為替手形のしくみ、小切手のしくみなどについて解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-069 〇 2021年改訂_人権問題の発生を防ぐ 1:00:00 スコーム

募集・採用時の差別的取り扱いやセクハラ・パワハラなど、さまざまな

シーンに見られる人権侵害を取り上げて、事前にそれらの発生を防止する

ための知識や問題発生後の対応策を習得します。本コースは、人事担当者

や管理者が、職場における人権問題の発生を防ぐために活用するのに適し

ています。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-070 〇 2021年改訂_入門　金融商品取引法 1:00:00 スコーム

金融商品販売業務に従事する方が理解しておきたい金融商品取引法につい

て、金融商品取引法の目的や特徴、規制対象商品、有価証券とは何を指す

か、集団投資スキーム、デリバティブ取引、金融商品取引業者の種類・行

為の規制、特定投資家と一般投資家の区分などの基礎知識を解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-071 〇 2021年改訂_入門　倒産法 1:00:00 スコーム

民事訴訟手続きとは別に、倒産処理手続きがある場合について学習しま

す。倒産処理手続きの必要性、倒産した会社の債権や今後の取引、破産手

続開始前の強制執行手続の効力、売掛金債権の保証人への請求、融資先が

倒産した際の抵当権の実行、再生計画が履行されなかったときの対処法な

どを解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-072 〇 2021年改訂_不正競争防止法とは？ 1:00:00 スコーム

不正競争防止法は事業者間の不正な競争を防止する種の法律です。本コー

スでは、不正競争防止法の概要から不正競争にあたる周知表示混同惹起行

為・著名表示冒用行為・商品形態模倣行為・営業秘密に係る不正競争行

為・技術的制限手段に対する不正競争行為・ドメイン名に係る不正競争行

為などを解説します。

1 〇
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法務 企業法務 LEGA01-073 〇 2021年改訂_不当景品類及び不当表示防止法とは？ 1:00:00 スコーム

企業が不当景品類及び不正表示防止を守らないと、消費者をだます行為と

して処罰されます。本コースでは、景品表示法の概要や法律における用語

の定義、懸賞付販売や総付景品など景品についての規制、優良誤認や積極

的表示義務など表示についての規制、違反行為に対する措置などを解説し

ます。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-074 〇 2021年改訂_下請法の基礎知識を学ぶ 1:00:00 スコーム

下請法とはどのような法律なのかということから、下請法の適用対象とな

る取引、トンネル会社規制、買いたたき以外で下請代金の減額により問題

が生じるケース、親事業者の禁止行為の具体的内容、支払期日の法定・発

注内容の書面化・交付義務、発注内容の書面に記載すべき事項などについ

て解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-075 〇 2021年改訂_ケーススタディー不公正な取引方法とは？ 1:00:00 スコーム

独占禁止法により禁止されている取引方法は具体的にどのようなものをい

うのでしょうか。本コースでは、再販売価格の拘束行為、単独での取引拒

絶行為、差別的対価、差別的取扱い（リベート）、不当廉売、抱き合わせ

販売、排他条件付き取引など、独占禁止法違反となる行為を具体的に解説

します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-076 〇 2021年改訂_入門・金融サービス提供法 1:00:00 スコーム

金融商品販売担当者として理解しておきたい金融商品販売法について、法

のねらいや規制の対象、重要事項の説明と具体例、説明義務の基準となる

もの、金融商品販売法と消費者契約法、国内円預金販売時・外貨預金販売

時・投資信託販売時の例を解説します。金融商品販売のポイントを理解し

ましょう。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-077 〇 2021年改訂_何が不当表示にあたるのか？ 1:00:00 スコーム

景品表示法は、一般消費者がより良い商品・サービスを選択できるよう

に、その表示内容・方法について一定の規制を定めるものです。本コース

では、景品表示法における「表示」の定義や不当表示の内の優良誤認表

示・有利誤認表示の概要や違反したときのリスク、指示告示について解説

します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-078 〇 2021年改訂_インサイダー取引とは何か 1:00:00 スコーム

インサイダー取引（内部者取引）は金融商品取引法で禁止される有価証券

取引です。本コースでは、インサイダー取引とは一体どのような取引かと

いうことから、インサイダー取引における「会社関係者等」「公表前」

「重要事実」の定義、インサイダー取引が発覚した場合の罰則等を解説し

ます。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-079 〇 2021年改訂_カルテル・入札談合の具体事例を学ぶ 1:00:00 スコーム

どのような行為が独占禁止法違反となるか正しく認識できていますか。本

コースでは、独占禁止法違反となる価格カルテルについて、明示の合意が

ある事例・黙示の合意しかない事例・他社の値上げに追随した場合を解説

します。続いて、違反となる共同ボイコット、共同開発、共同販売などを

解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-080 〇 2021年改訂_抵当権と競売の関係を知る 1:00:00 スコーム

抵当権と競売の関係について、物上保証と根抵当、共同抵当、第三取得者

の対応策、マンション管理費の未納を放置した場合どうなるか、競売の現

状と問題点、競売入札の三大ポイント、入札から落札までの流れ、入札す

る際に重要となる資料3点セット、競売入札代行業者のメリット・デメ

リットについて解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-081 〇 2021年改訂_インターネット時代の商取引規制を学ぶ 1:00:00 スコーム

インターネットを介して物やサービスを売買することが当たり前に行われ

るようになりましたが、一方で様々なトラブルが想定されます。本コース

では、消費者が電子商取引をするときに関連する電子消費者契約法の概要

や、関連する民法の錯誤規定、錯誤特則が適用されないケース、契約の成

立時期などを解説します。

1 〇
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法務 企業法務 LEGA01-082 〇 2021年改訂_企業を取り巻くリーガルリスクを学ぶ 1:00:00 スコーム

これからの時代はコンプライアンス経営をして、リスクを管理する体制が

なければ企業として生き残れません。本コースでは契約締結過程、履行補

助者の過失、拡大損害など契約において生じるリーガルリスクや不法行為

となる事例を、判例を交えて解説します。また、今すぐできるリーガルリ

スク対応を解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-083 〇 2021年改訂_企業の営業秘密管理法を学ぶ 1:00:00 スコーム

企業価値の源泉は他社との差別化にあり、営業秘密が漏洩しないように管

理することは企業の価値を守るために必要なことです。本コースでは、営

業秘密の管理のあり方について、物理的・技術的・人的・組織的管理につ

いて解説するとともに、営業秘密が侵害された場合の民事的・刑事的保護

についても解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-084 〇 2021年改訂_債権管理と回収の基礎を学ぶ　パート１ 1:00:00 スコーム

債権とはどのようなものか、正しく理解できていますか。本コースでは、

債権とは何かということから、債権の発生原因、取引上のトラブル防止の

ための信用調査、商業登記簿・不動産登記簿の意義と見方、物的担保の種

類や性質、抵当権・根抵当権の概要、実務でよく使われる非典型担保につ

いて解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-085 〇 2021年度改訂_債権管理と回収の基礎を学ぶ パート２ 1:00:00 スコーム

本コースでは、元請の下請負契約金額や建設業の業種、建設業許可を受け

るための要件、経営事項審査、建設業の生産特性や営業形態、環境に関す

る対応、営業・マーケティング面での対策を解説します。建設業界が置か

れている外部・内部環境や建設業の構造特性、事業展望への理解を深めま

しょう。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-086 〇 2021年改訂_企業取引規制の基礎を学ぶ 1:00:00 スコーム

独占禁止法は経済秩序の基本を定める経済法の中でも、最も基本的なルー

ルを定めるものであり、経済憲法といわれることがあります。本コースで

は、独占禁止法の目的や私的独占における排除・支配とは何か、不当な取

引制限、違反したときのリスク、特定商取引法、消費者契約法などについ

て解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-087 〇 2021年改訂_入門・出資法 1:00:00 スコーム

金融業では必須の「出資法」の概要を学びます。出資法の概要、利息制限

の適用範囲、高金利の処罰、グレーゾーン金利、多重債務者問題の対策、

預かり金の禁止、浮貸し等の禁止、金銭貸借の媒介手数料の制限について

解説します。出資法改正のポイントについても理解を深めましょう。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-088 〇 2021年改訂_入門・マネーロンダリング防止法 1:00:00 スコーム

マネーロンダリングを防止するために、金融機関ではどのような措置を講

じる必要があるのでしょうか。本コースでは、顧客の本人確認に必要な書

類、本人確認の方法、本人確認記録の作成・保存のポイント、本人確認が

必要な取引は何か、顧客が本人確認に応じないときの対処法などを解説し

ます。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-089 〇 2021年改訂_金融機関の窓口販売員に必要な法律知識とは？ 1:00:00 スコーム

金融機関の窓口販売員に必要な法律知識として、消費者契約法や金融商品

販売法、金融商品取引法、法律相互の関係を解説します。預金・保険・投

資信託といった金融商品別の問題事例と注意すべきポイントもあわせて学

び、金融商品の窓口販売業務に就く上で必要な知識を身に着けましょう。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-090 〇 2021年改訂_誰でもわかる正しい下請取引 1:00:00 スコーム

親企業と下請企業との取引の構造は時代に合わせて変化しています。本

コースでは、下請代金支払遅延等防止法の概要や親事業者の義務である発

注書面の交付・下請代金の支払期日、買いたたき・発注後の不当な返品・

下請代金の不当な減額等の親事業者が禁止されている行為について解説し

ます。

1 〇
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法務 企業法務 LEGA01-091 〇
2021年改訂_入門　不当景品類・不当表示防止法（景品表示

法）
1:00:00 スコーム

適正な商品表示をすれば、よりよい商品を安全に消費者に提供でき、企業

の社会的信用を形成、維持、継続することができます。本コースでは、景

品表示法の目的や内容、優良誤認・有利誤認の概要、内閣総理大臣が指定

する表示、景品についての規制、公正競争規約、違反に対する罰則などを

解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-092 〇 2021年改訂_プロバイダ責任制限法とは？ 1:00:00 スコーム

プロバイダ責任制限法の制定経緯から適用される対象、プロバイダが負う

損害賠償責任、被害者・発信者からの損害賠償請求の制限、発信者情報開

示請求の要件、発信者情報を開示するまでの手順、問題となる権利侵害の

類型、プロバイダ責任制限法ガイドラインなどについて解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-093 〇 2021年改訂_ インターネット犯罪の対応を学ぶ 1:00:00 スコーム

匿名性が高いなどの特徴からインターネット犯罪は増加傾向にあります。

本コースでは、インターネット犯罪の概要やワンクリック詐欺・オーク

ション詐欺・フィッシング詐欺・ネットでの誹謗中傷・不正アクセスなど

のインターネット犯罪の概要を解説します。インターネットを利用上の危

険を正しく理解しましょう。

1 〇

法務 国際法務 LEGA02-009 〇 2021年改訂_外国為替と国際取引の関係 1:00:00 スコーム

為替の変動は、企業の利益を大きく左右するリスク要因の一つです。ま

た、外国為替と国際取引には、守らなければならない様々な規則も存在し

ます。本コースでは、外貨と外貨預金の基本から、外国送金及び支払等の

基本知識、資本取引におけるポイント、貿易と規制の仕組み等について解

説します。

1 〇

法務 国際法務 LEGA02-010 〇 2021年改訂_基礎用語50で読む英文契約書 1:00:00 スコーム

国際間の取引を行うには、英文契約書の締結が必要になります。本コース

では、国際契約がどのようにして成立するかということから国際法務の基

本を身につけ、英文契約書のポイントについてサンプルを見ながら学んで

いきます。実際の文章を読み上げる英語の発音を聞きながら学習しましょ

う。

1 〇

法務 国際法務 LEGA02-011 〇 2021年改訂_国際法務入門 1:00:00 スコーム

本コースでは、日本経済と関係の深いアメリカと中国の司法制度、国際取

引における契約書作成上の諸問題、国際取引紛争・国際投資等に関する諸

問題について解説します。国際的な製造責任やセクシュアルハラスメン

ト、知的財産権の保護についても学びます。国際法務の幅広い内容を効率

よく学びましょう。

1 〇

法務 国際法務 LEGA02-012 〇 2021年改訂_基礎からわかる国際法務 パート１ 1:00:00 スコーム

グローバル化に伴い海外の企業と契約を結ぶ機会も増加しています。本

コースでは国際法務の内、売買契約について解説します。国際売買におけ

る契約と書面や書式のやり取り、レター・オブ・インテント、国際貿易売

買における貿易条件、商品の品質保証、代金決済、信用状取引について解

説します。

1 〇

法務 国際法務 LEGA02-013 〇 2021年改訂_基礎からわかる国際法務　パート２ 1:00:00 スコーム

グローバル化に伴い海外の企業と契約を結ぶ機会も増加しています。本

コースでは国際法務のうち、製造物責任の概要から対応の基本、製品安全

のためのガイドライン、独占禁止法違反にならないための企業の立場から

の考え方や国際取引における取引の制限、知的財産権などについて解説し

ます。

1 〇

法務 国際法務 LEGA02-014 〇 2021年改訂_国際取引契約の作成と進め方 1:00:00 スコーム

運輸・通信技術が目覚ましい発展を遂げた今日、国際取引の比重はますま

す重いものとなっています。本コースでは国際法務の入門的知識ともいえ

る、国際取引に潜むリーガルリスクや契約締結の準備段階で気を付けるべ

きこと、契約書作成の心構え、契約書における注意点などを解説します。

1 〇
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法務 国際法務 LEGA02-015 〇 2021年度改訂_基礎からわかる国際法務 パート３ 1:00:00 スコーム

監査役は、取締役の職務執行や会計業務を監査するための機関です。本

コースでは、非公開会社における監査役の地位や、監査役が負う義務、監

査役の責任、監査役会の概要、監査役会設置のポイント、監査役会設置会

社の特例について解説します。非公開会社における監査役の役割や監査役

会の権限を理解しましょう。

1 〇

法務 知的財産権 LEGA03-010 〇 著作権法 0:34:45 動画

著作権法のポイントと、WEB・メール・映像・写真・音楽などの各コン

テンツ固有の取扱いなどの基礎知識を身に着けます。また事例を通して日

常の行為に潜む著作権法違反の行為についても説明します。

&nbsp;

※本講座は2018年1月時点の情報を元に制作しています。

1 -

法務 知的財産権 LEGA03-011 〇
【著作権・商標権】営業資料にイラストを「無断使用」した

ら巨額の使用料を請求される？
0:09:18 動画

ネットで見つけたイラストをそのまま資料に使用していませんか？

本講座では意外と理解されていない著作権法について解説します。

著作物とは何か、著作権の侵害とはどういうことか、また著作権を侵害し

てしまった場合のリスクについて理解し、著作物を正しく扱えるようにし

ましょう。

1 〇

法務 知的財産権 LEGA03-012 〇 2021年改訂_意匠法とは？ 1:00:00 スコーム

意匠権とはいわば物品の「デザイン」を保護するものです。本コースでは

意匠権・意匠法の概要や意匠法特有の制度、意匠権登録の要件・手続、意

匠権の効力と知財戦略、侵害者に対する対応などについて解説します。意

匠権・意匠法について正しい知識を身につけて、他社とのトラブルを未然

に防ぎましょう。

1 〇

法務 知的財産権 LEGA03-013 〇 2021年改訂_商標法とは？ 1:00:00 スコーム

知的財産権のうち、トレードマークなどの商標にかかわる法律が商標法で

す。ブランド価値が経営資源の重要な要素として評価される中で、商標の

保護は重要な権利となっています。本コースでは、商標とは何かというこ

とから商標登録の要件、商標権の侵害など頻繁に改正される商標制度につ

いて体系的に学びます。

1 〇

法務 知的財産権 LEGA03-014 〇 2021年改訂_身近に潜む知的財産権の侵害を知る 1:00:00 スコーム

知的財産権は、発明等の知的創造物についての権利と商標等の営業標識に

ついての権利の二つに分けることができます。本コースでは、知的財産権

の中でも特に問題が生じやすい商標権と著作権について、身近に潜む侵害

行為や侵害した際のペナルティ、権利侵害の具体例などを見ていきます。

1 〇

法務 知的財産権 LEGA03-015 〇 2021年改訂_著作権法とは？ 1:00:00 スコーム

知的財産権の中でも近年特に重要性を増しているのが著作権です。本コー

スでは、著作権の概要から著作者の権利の内容、コンピュータと著作権、

著作権とビジネス、著作権の侵害と訴訟について解説します。どのような

ことが著作権の審議となるのか、著作権を侵害してしまった場合のリスク

を正しく理解しましょう。

1 〇

法務 知的財産権 LEGA03-016 〇 2021年改訂_特許法とは？ 1:00:00 スコーム

知的財産権のうち、発明に関する特許に関わる法律が特許法です。特許の

侵害が莫大な損害賠償の対象となる一方で、特許の保持が企業の収益に大

きく貢献することもあります。本コースでは、特許権とは何かということ

から、特許出願手続きの流れ、特許権の効力などについて解説します。

1 〇

法務 知的財産権 LEGA03-017 〇 2021年改訂_知的財産権とは何か？ 1:00:00 スコーム

知的財産制度とは、知的創作活動によって生み出されたもの（知的財産）

を、創作した人の権利（知的財産権）として保護する制度のことです。本

コースでは、知的創作物・営業標識についての権利や特許権の概要、著作

権の概要について解説します。特許権、著作権の理解を深めましょう。

1 〇
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法務 知的財産権 LEGA03-018 〇 2021年改訂_著作権のイロハを学ぶ 1:00:00 スコーム

著作権について正しく理解していないと、資料作成などの時に知らずに著

作権を侵害してしまう恐れがあります。本コースでは著作権の概要から著

作物の要件、二次的著作物、職務著作、共同著作権、著作者人格権、著作

権の制限などについて解説します。著作権を正しく理解して適切に取り扱

いましょう。

1 〇

法務 知的財産権 LEGA03-019 〇 2021年改訂_標識・デザインに関する知的財産の実務を学ぶ 1:00:00 スコーム

デザインに関する知的財産の実務を理解するために、意匠権・意匠法につ

いて解説します。そもそも意匠とはどのようなものかということから、意

匠法の保護対象、意匠登録の要件、意匠権の効力、部分意匠制度、組織の

意匠、商標権の概要、商標権の侵害など、知的財産の実務を学びましょ

う。

1 〇

介護 介護技術 CARE01-001 〇 排泄介助 0:15:21 動画

紙おむつ漏れの仕組みとおむつ交換のポイント、便秘解消体操、ポータブ

ルトイレの種類と選び方、狭いトイレでの介助、ポータブルトイレ移乗、

腰痛を予防する車いすからトイレへの移乗、介護事業所での排泄ケアの取

り組みを解説します。排泄介助の基本的な知識を身に着けましょう。

19 -

介護 介護技術 CARE01-002 〇 食事介助 0:17:46 動画

誤嚥を予防する口腔体操、症状ごとのスプーンの持ち方、食事の前の準

備、右片麻痺がある人の食事介助方法、入れ歯の洗浄・保管方法、歯磨き

介助、口の粘膜掃除介助、舌の清掃介助について解説します。食事前の準

備から食事後の口腔ケアまで一連のケアをできるようになりましょう。

11 -

介護 介護技術 CARE01-003 〇 着替え介助 0:09:48 動画

着替えの介助は高齢者の身体状況によって様々です。本コースでは右麻痺

がある方のかぶりの着衣介助、右麻痺の方のカーディガンの着衣介助、

ベッド上での着衣介助、立ち上がって行うズボンの着替え、靴下の着脱介

助について解説します。状況に応じて適切な着替え介助ができるようにな

りましょう。

8 -

介護 介護技術 CARE01-005 〇 歩行介助 0:16:46 動画

歩行介助は介護の基本スキルになります。本コースでは歩行介助に必要な

「杖」について、杖のグリップや太さ、長さの決め方、伸縮杖の長さの調

整方法、歩き方に合わせた杖の握り方、杖を使った歩き方を解説します。

杖と杖を使った歩行動作の理解を深めて、適切な介助をできるようになり

ましょう。

12 -

介護 介護技術 CARE01-006 〇 車いす介助 0:06:44 動画

本コースでは車いすの各部名称や折りたたみ車いすの折りたたみ・開き

方、発信前の注意点、車いすで段差を降りる・上る方法、悪路の走行方法

について解説します。車いすの方の介助は介護の基本スキルです。車いす

の扱い方や走行時の注意ポイントをしっかり押さえて、適切な介助ができ

るようになりましょう。

7 -

介護 介護技術 CARE01-007 〇 立ち上がり(床) 0:11:54 動画

床からの立ち上がり介助について、自立している方、軽介助の方、中等度

介助の方、全介助の方ごとに解説します。また、仰臥位からの体育座りの

介助方法も解説します。負担の無い立ち上がりの介助スキルを身に着け

て、高齢者の身体状況に合わせた適切な立ち上がり介助ができるようにな

りましょう。

12 -

介護 介護技術 CARE01-008 〇 感染・衛生管理 0:22:43 動画

介護事業所において、感染・衛生管理は非常に重要であり、疎かにすると

高齢者の生命に関わります。本コースでは、マスクの着脱方法や手洗い、

うがいの方法、使い捨て手袋の着脱方法、手のアルコール消毒、ノロウイ

ルス・O-157・疥癬の概要と対策、爪切りや耳掃除といった衛生管理につ

いて解説します。

18 -
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介護 介護技術 CARE01-009 〇 立ち上がり介助 0:22:44 動画

介助の基本ともいえる立ち上がり。本コースでは、自立・軽介助・中等度

介助・全介助と介助が必要な度合いごとに、横から・下から・上からの介

助方法、杖を使った立ち上がり動作、片麻痺の方のリフトスラント介助・

ハンドオンニ―介助などを解説します。正しい立ち上がり介助の方法を身

に付けましょう。

19 -

介護 介護技術 CARE01-010 〇 検査・処置 0:12:56 動画

介護事業所では介護職員がバイタルサインの測定や服薬に関わることがあ

ります。本コースでは脈拍・呼吸・体温などバイタルサインの測定方法や

薬の飲み方、貼り薬・軟膏・目薬の使用方法、傷の予防について解説しま

す。バイタルサインの測定、服薬を適切に支援して高齢者の体調管理に努

めましょう。

11 -

介護 介護技術 CARE01-011 〇 レクリエーション 0:25:14 動画

レクリエーションをうまく活用することで、利用者の身体能力を維持・向

上させることができます。本コースでは、指先や足指、体感、上肢複合運

動、姿勢維持、片麻痺上司訓練などに役立つ様々なレクリエーションを紹

介します。利用者の身体能力に合わせたレクリエーションを実施できるよ

うになりましょう。

14 -

介護 介護技術 CARE01-012 〇 深く座る介助 0:08:27 動画

安定した座位は食事がしやすくなったり、筋肉トレーニング効果を生み出

すなど、非常に重要な動作です。本コースでは、自立・軽介助・中等度介

助・全介助など利用者の身体状況に合わせた深く座る介助の方法や、姿勢

保持ベルトの使い方、車いすの座位が崩れる方への対応方法を解説しま

す。

9 -

介護 介護技術 CARE01-013 〇 介護予防運動 0:25:27 動画

高齢者が要介護や要支援になることなく、健康でいきいきした生活を支援

することは非常に重要です。本コースでは、介護予防のための運動を部位

ごとに解説します。介護予防運動の正しい知識を身につけ、利用者の身体

能力に合わせた適切な介護予防運動を指導できるようになりましょう。

21 -

介護 介護技術 CARE01-014 〇 浅く座る介助 0:03:41 動画

深く座った状態からいきなり立ち上がることは負担が大きくなります。立

ち上がる準備である浅く座る介助について、自立・軽介助・中等度介助・

全介助と利用者の身体状況に合わせた支援方法を解説します。利用者が身

体能力を最大限発揮できるように、利用者の状況に合わせた支援をしてい

きましょう。

5 -

介護 介護技術 CARE01-015 〇 キネシオテーピング 0:12:11 動画

キネシオテーピングとは、健康な筋肉と同じ収縮率を持つキネシオロジー

テープを筋肉に沿って貼ることで、皮膚・筋肉・筋膜・リンパ等から、多

角的に人体や障害を診断できる技術と言われています。本コースでは、手

首の痛み、腰痛、足の疲れ、ひざの痛みなど症状ごとに緩和するための貼

り方を解説します。

7 -

介護 介護技術 CARE01-016 〇 包帯・三角巾 0:13:21 動画

災害時や転倒など、高齢者がけがをしてしまったときに適切な対応ができ

ますか。本コースでは、包帯・三角巾の巻き方について、体の部位やけが

の状況、目的ごとに解説します。高齢者のケガの状況に合わせて適切な処

置の方法を身に着け、万が一の時も迅速に応急処置できるようになりま

しょう。

10 -

介護 介護技術 CARE01-017 〇 起き上がり介助 0:09:31 動画

起き上がり介助を力任せにしてしまうと、職員の腰痛の原因になり、高齢

者にも不安を与えてしまうことが考えられます。本コースでは体に負担を

かけない起き上がり介助について、高齢者の身体状況に合わせて解説しま

す。高齢者の身体状況に合わせた適切な介助で腰痛を予防し、安全な起き

上がりを支援しましょう。

11 -
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介護 介護技術 CARE01-018 〇 寝返り介助 0:12:03 動画

寝返りの介助は高齢者の褥瘡を防ぐための基本であり重要なスキルです。

本コースでは高齢者の自立度に合わせた寝返りの介助方法や仰臥位から側

臥位、側臥位から仰臥位への体位変換について解説します。高齢者の身体

状況は様々で、身体状況に合わせた寝返り・体位変換の支援を学びましょ

う。

13 -

介護 介護技術 CARE01-019 〇 側方移動介助 0:07:11 動画

介護の様々な場面で活用する「ベッド上で横へ水平移動する方法」につい

て、自立・軽介助・中等度介助・全介助と利用者の身体状況に合わせた支

援方法を解説します。正しい支援方法を身に付けて、無理なく安全に、利

用者の身体状況に合わせた適切な支援をできるようになりましょう。

6 -

介護 介護技術 CARE01-020 〇 下方移動介助 0:09:14 動画

実際に使うことは少ないかもしれない「ベッド上で足方へ水平移動させる

方法」ですが、改めて理解することで行動の幅が広がります。自立・軽介

助・中等度介助・全介助と利用者の身体状況に合わせた支援方法を解説し

ます。利用者の身体状況に合わせた適切な支援をできるようになりましょ

う。

8 -

介護 介護技術 CARE01-021 〇 お姫様抱っこ 0:04:21 動画

一人での抱き上げ介護は指針でも原則的に禁止されていることから、あま

り活用することは少ないスキルかもしれませんが、いざという時のために

正しいやり方を学びましょう。本コースでは、床からベッドへの移乗介助

や座位からの移乗介助を解説します。場面別に負担の少ないやり方を理解

しましょう。

4 -

介護 介護技術 CARE01-022 〇 ファイヤーマンズキャリー 0:06:24 動画

ファイヤーマンズキャリーとは、災害時などに負傷者等を担ぎ上げて運ぶ

ための技術です。ファイヤーマンズキャリーは比較的軽く持ち上げて早く

退避することができます。立位・座位・床から・意識がない人など、状況

ごとの搬送方法を解説します。万が一の時でも迅速に退避できるようにな

りましょう。

5 -

介護 介護技術 CARE01-023 〇 おんぶ 0:04:15 動画

意識がない人や寝ている人を素早く運ばなけれならないときに覚えておき

たいおんぶのやり方を解説します。後ろに倒れないおんぶの基本や、椅子

座位からのおんぶ、床上仰臥位からのおんぶなど、場面毎に負担が少なく

やりやすい方法を学び、いざという時でも安全に素早くおんぶできるよう

になりましょう。

4 -

介護 介護技術 CARE01-024 〇 上方移動介助 0:14:31 動画

上方移動介助（ベッド上などで頭方へ水平移動させる方法）について、自

立・軽介助・中等度介助・全介助、片麻痺など利用者の自立レベルに合わ

せた支援方法や、スライディングボードを使ったやり方を解説します。利

用者の身体状況に合わせて、適切な支援ができるようになりましょう。

12 -

介護 介護技術 CARE01-027 〇 サウンドスキップ 0:02:16 動画

介護事業所では利用者は他者との共同生活を送っており、他者への配慮が

様々な場面で必要不可欠です。イヤホンをワイヤレスにしてバリアフリー

な日常化する方法、聞こえの差を気にせず、みんなと一緒にテレビを楽し

む方法を学び、利用者が快適な生活を送るための支援ができるようになり

ましょう。

2 -

介護 介護技術 CARE01-028 〇 トランスファー７つの法則 0:27:07 動画

トランスファーとは移乗介助のことであり、トイレからベッドへ戻る際な

ど、様々な場面で必要になる介護の基本スキルのことです。本コースで

は、トランスファーの7つの法則や身体状況・場面ごとのトランスファー

について解説します。高齢者の身体に合わせて、正しい移乗介助をできる

ようになりましょう。

14 -
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介護 介護技術 CARE01-029 〇 ポジショニング 0:06:35 動画

快適で安定した姿勢や活動しやすい姿勢にはポジショニングのスキルが非

常に重要です。リクライニング座位を安定させるポジショニング、円背に

対しての頭部・胸部ポジショニング、踵の褥瘡に対する下肢ポジショニン

グ、30度仰臥位のポジショニング、体位の種類について解説します。

5 -

介護 介護技術 CARE01-030 〇 糖尿病の方へのポイント 0:02:25 動画

糖尿病の人口は増加しており、介護現場においても糖尿病の適正な知識を

持つことが求められるようになってきています。本コースでは、糖尿病の

方の運動量の目安、食事のとり方について解説します。高齢者自身が運動

量や食事をコントロールできないときのために、正しい知識を身に着けま

しょう。

2 -

介護 介護技術 CARE01-031 〇 介護用ベッドの組み立て方 0:11:38 動画

介護用ベッドを自分で組み立てる場合、正しく組み立てないと思わぬケ

ガ・事故の原因となってしまうこともあります。本コースでは、介護用

ベッドの組み立て過程を解説します。介護用ベッドをどのように組み立て

るのか、イメージを掴んで安全に介護用ベッドを組み立てられるようにな

りましょう。

5 -

介護 介護技術 CARE01-032 〇 体操で学ぶ体の使い方 0:15:32 動画

正しい体操のやり方を理解すると、身体を上手に動かすことができるよう

になり、利用者の身体能力の維持・向上に役立てることができます。本

コースでは、様々な体操の動きごとに意識するポイントなどを解説しま

す。正しい体操のやり方を覚えて、利用者をサポートできるようになりま

しょう。

14 -

介護 介護技術 CARE01-033 〇 入浴介助の基本 1:00:00 スライド

体をきれいに保つということは、人としての最低限の欲求であるととも

に、皮膚病など疾病予防にもつながります。どのようなことに気をつけれ

ばいいのか、どんな順番でおこなったらいいのかなど、入浴介助の基本を

学び、介助を受ける方が気持ちよく、健康に過ごせるよう努めましょう。

4 -

介護 制度（介護） CARE02-002 〇 2021年改訂_介護保険法の基礎知識 1:00:00 スコーム

介護の必要な高齢者が住み慣れた場所で生活できる社会の仕組みを作るた

め、平成12年に介護保険制度がスタートしました。本コースでは介護保

険法の目的や要介護状態・要支援状態の定義、被保険者の種類、要介護認

定を受けるまでの流れ、保険給付、具体的なサービスなどについて解説し

ます。

1 -

介護 基礎知識 CARE03-001 〇 介護職のキャリア 0:30:00 スライド

本コースでは介護職にとってのキャリア形成について解説します。キャリ

ア・キャリア形成の概要や意義、職業生活の安定、キャリア計画の必要

性、キャリア計画の立て方、職場選択のポイントを学びましょう。介護職

としての自分のキャリア計画を立て、モチベーション高く働けるようにな

りましょう。

1 -

介護 基礎知識 CARE03-002 〇 高齢者の理解と介護記録 0:30:00 スライド

介護記録は業務の引継ぎやケアの見直しにおいて重要なものであり、介護

と記録は切り離すことができません。本コースでは介護記録を書く上で必

須となる高齢者が介護を要する場面への理解、介護記録を書く時のポイン

ト、介護手順書について事例を交えて学びます。介護記録の書き方をマス

ターしましょう。

1 -

介護 基礎知識 CARE03-003 〇 介護職のためのケア(展開)マネジメント 0:30:00 スライド

本コースでは「高齢者の理解と介護記録」で学んだ内容からさらに踏み込

んで、ケアプランとケアマネジメントについて学びます。介護サービスは

ケアプランに基づいて展開されており、ケアプランの理解は介護職にとっ

て必須です。利用者の状況に合わせて適切なケアを提供できるようになり

ましょう。

1 -
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介護 基礎知識 CARE03-004 〇 介護事故防止のためのリスクマネジメント 0:30:00 スライド

介護の現場では様々な危険が日常と隣り合わせにあり、事故を防ぐための

リスクマネジメントは常に求められます。本コースでは介護現場における

リスクマネジメントの流れを学びます。ハインリッヒの法則、リスクコン

トロール、事故が発生してしまった場合の対応方法を学び、丁寧な仕事を

心がけましょう。

1 -

介護 基礎知識 CARE03-005 〇 介護職員のビジネスマナー 1:00:00 スライド

介護職は利用者だけでなくその家族やボランティア等と接することもあ

り、ビジネスマナーを身に着けなければなりません。本コースでは利用者

や家族とのコミュニケーション、電話応対、報告・連絡・相談・確認、守

秘義務等について学びます。正しいマナーで信頼される介護職員を目指し

ましょう。

1 -

介護 基礎知識 CARE03-006 〇 介護職のコミュニケーション技法 1:00:00 スライド

質の高い介護サービスを提供するためには、利用者や家族、職員同士のコ

ミュニケーションが非常に重要になります。コミュニケーションの過程と

着眼点、言語的・非言語的コミュニケーション、利用者・家族・職員間の

コミュニケーション、ケア展開マネジメントを踏まえたコミュニケーショ

ンを学びます。

1 -

介護 基礎知識 CARE03-007 〇 介護職の道徳と倫理 1:00:00 スライド

介護職にとって必要な道徳・倫理観を学びます。道徳と倫理の違いを理解

し、虐待や不適切な身体拘束の防止に必要な考え方を身に着けます。利用

者に必要なケアを提供するために必要な考え方の基礎を身に着け、ケア

ワーカーの独善的なサービスの提供にならないためのポイントを理解しま

す。

1 -

介護 基礎知識 CARE03-008 〇 介護職の権利擁護 0:30:00 スライド

「介護職の道徳と倫理」をふまえて、介護職にとって必要な権利擁護の概

念やアドボカシー、高齢者の権利について理解し、高齢者虐待や不適切な

身体拘束をしないための心構えを身に着けます。介護を必要とする高齢者

に寄り添い、その権利を擁護することが介護職の仕事であることを学びま

しょう。

1 -

介護 基礎知識 CARE03-009 〇 高齢者虐待を学ぶ 1:00:00 スライド

「介護職の道徳と倫理」「介護職の権利擁護」をふまえ、高齢者虐待防止

法やどのような行為が虐待に該当するのか、虐待の程度とその対応方法、

虐待がおこる要因など、高齢者虐待について学びます。虐待防止はもちろ

んのこと、他の職員や家族からの虐待に気付いた時に適切に対応できるよ

うにしましょう。

1 -

介護 基礎知識 CARE03-010 〇 身体拘束を考える 1:00:00 スライド

「介護職の道徳と倫理」、「介護職の権利擁護」、「高齢者虐待を学ぶ」

をふまえて、身体拘束の3原則、3つのロック（フィジカルロック・ス

ピーチロック・ドラッグロック）について学びます。あなたの介護は身体

拘束に該当していませんか？高齢者の権利を尊重したケアを提供できるよ

うになりましょう。

1 -

介護 基礎知識 CARE03-011 〇 介護事業所の感染症対策 1:00:00 スライド

介護事業所で感染症が発生すると高齢者の生命に関わる場合もあり、介護

事業所にとって感染症対策は基本であり重要なことです。感染症の基礎知

識、感染予防対策、排泄介助や汚物処理の適切な方法を理解し、介護事業

所で感染症を発生させない・拡大させない適切な行動を取れるようになり

ましょう。

5 -

介護 基礎知識 CARE03-012 〇 認知症高齢者の理解と認知症ケアマネジメント 1:00:00 スライド

認知症高齢者の理解は介護施設で勤務する上で必要不可欠の知識です。本

コースでは認知症の基礎知識、認知症の治療ポイント、適切なケア、CCP

（包括的自立支援プログラム）について学びます。認知症の症状について

理解を深め、高齢者に適切なケアを提供できるようになりましょう。

4 -
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介護 リーダーシップ CARE04-001 〇 理想の上司・先輩 0:30:00 スライド

介護現場でリーダー・管理職に求められるマネジメントについて学びま

す。叱るプロセス、指導の3つの基礎、法人理念の伝え方、介護職員の5

つの指導展開、部下との接し方のポイント等を介護現場での事例を交えて

解説します。部下と良好な関係を構築してより良い介護を提供しましょ

う。

1 -

介護 看護 CARE05-001 〇 介護現場にとっての看護職の役割と重要性 1:00:00 スライド

介護現場における看護職には健康管理等だけでなく、褥瘡予防や看取り等

様々な役割が求められます。本コースでは介護現場で看護職が求められる

役割や他職種との連携、ケアマネジメントについて学びます。介護現場に

おける看護職の仕事について理解を深め、質の高いケアを提供できるよう

になりましょう。

1 -

異文化理解・語学 異文化理解 CULT01-001 〇 アジア新興国ビジネス事情 - カンボジア編2016 - 0:35:57 動画

ベトナムとタイに挟まれているカンボジアは、南部経済回廊の一部を構成

し、地政学的に極めて重要な位置にあります。経済発展はまだこれからで

すが、すでに日系企業の進出もあり、今後の発展が期待されているカンボ

ジアの現状について、ビジネス環境や基礎知識と魅力、進出企業状況を解

説します。

5 -

異文化理解・語学 異文化理解 CULT01-002 〇 アジア新興国ビジネス事情 - ベトナム編2016 - 0:41:11 動画

まもなく人口が1億人に届くであろうベトナムは生産基地としてだけな

く、市場としての魅力度も高まりつつあります。社会主義体制ではありま

すが、規制は緩やかで、市場開放も段階的に進んでいます。こうしたベト

ナムの基礎知識や魅力、ビジネス環境、進出企業状況といった最新ビジネ

ス事情を解説いたします。

5 -

異文化理解・語学 異文化理解 CULT01-003 〇 アジア新興国ビジネス事情 - ミャンマー編2016 - 1:01:49 動画

市場開放により経済発展が急速に進みつつあるミャンマーは、利点がある

反面、電力や通信環境が整備途上などの問題も存在します。ミャンマーの

基礎知識や魅力、ビジネス環境、進出企業状況といった最新のビジネス情

報を解説いたします。進出を検討される際には、本講座で概要を掴んでい

ただくことをお勧めします。

6 -

異文化理解・語学 異文化理解 CULT01-008 〇 日本企業での働き方 0:07:56 動画

初めて日本企業で働く外国人が日本企業での働き方にとまどいを感じる一

方で、外国人を受け入れる企業・部署の担当者も、外国人が何にとまどい

を感じるのかが分からずに困惑してしまうことが多いです。本コースで

は、挨拶の使い分けなど、特に外国人が日本企業で働く上でとまどいがち

な内容を解説します。

1 -

異文化理解・語学 異文化理解 CULT01-009 〇 2021年改訂_異文化コミュニケーションとは？ 1:00:00 スコーム

企業の海外進出や外国人社員の増加など、異文化コミュニケーションの必

要性が高まっています。異文化コミュニケーション能力もビジネスに必須

の能力の一つとなっています。本コースでは異文化コミュニケーションと

はどのようなものか、海外の人から見た日本人、宗教・文化、各文化圏の

特徴などを解説します。

1 〇

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-001 〇 今日から始めるTOEIC®教材でリスニングトレーニング 0:38:42 動画

グローバル化が進み、社会人に求められる英語能力は高まるばかりです。

英語が苦手・ストレスを感じる方でも、実際に役立つ実用的な英語運用能

力が身に着くように、言語習得のメカニズムを踏まえながらリスニングト

レーニングをしましょう。TOEICの教材を利用するため、TOEICのスコア

アップも目指せます。

6 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-002 〇
アジア英語のヒアリングとスピーキング～ビジネス文化と英

語の特徴を学ぶ～
4:05:39 動画

本コースでは、アジアで使われている英語の特徴を学びます。マレーシ

ア、シンガポール、インドネシア、インドの4か国で、各国の文化的な背

景や思想、日本に対する思いなどのインタビュー映像から、それぞれの英

語のアクセントやイントネーションの特徴と各国の文化を理解しましょ

う。

1 -
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異文化理解・語学 英語スキル CULT02-003 〇 ビジネスで使える英語力を伸ばす TOEIC(R)テスト活用講座 3:26:23 動画

TOEIC®の問題文はビジネスメールやプレゼンでそのまま使える文例であ

るなど、ビジネス英語の宝庫であるといえます。本コースではTOEIC®の

試験対策と同時に、TOEIC®をビジネス英語の習得に生かす学習のコツを

解説します。 講師はNHKのテレビ英語講座でも大人気の本間正人先生で

す。

19 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-004 〇 電話のビジネス英語 2:30:51 動画

相手の顔の見えない電話によるコミュニケーションは、言葉のハンディ

キャップがもろに露呈することが特徴です。本コースではビジネス英語教

育の第一人者である浅見ベートーベン先生が、基本的な電話の受け答えか

ら、場面毎の上手な対応方法、電話会議の進め方などを解説いたします。

20 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-005 〇 おもてなしの英会話【物販店編】 1:15:03 動画

本コースでは物品販売における外国人との応対について、英語でのアプ

ローチ、提案、会計、クレーム対応の基本を学びます。事例としてはアパ

レルと食品売り場を中心に解説いたしますが、全ての物品販売に応用可能

です。基本的な言い回しを習得して基本的な対応力を身につけましょう。

8 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-006 〇
スキットで学ぶファシリテーションの英語 - Facilitating 

Meetings -
1:35:19 動画

ビジネスの会議においては、限られた時間の中で参加者からの意見をうま

く引き出しながら集約し、結論に導いていくファシリテーターの役割が極

めて重要です。本コースでは、特に外国人との会議において、どのように

全体を進行させればいいのか、留意すべき点や身に付けなければならない

スキルを解説いたします。

8 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-008 〇 スキットで学ぶ交渉の英語 - Negotiation for Success - 1:37:17 動画

交渉をスムーズに進めビジネスを成功に導くために、外国人との交渉の原

則やテクニックを知ることは極めて重要です。本コースではネゴシエー

ションの典型的な流れを準備から現場での駆け引き、クロージングなど５

つのセクションに分け、各セクションで使える交渉のスキルや有効な英語

表現を解説します。

9 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-009 〇 スキットで学ぶ電話のビジネス英会話 3:00:01 動画

相手の表情が見えないうえに英語で話さなければならない局面を想像する

と誰でも苦手意識を持ったり、時には恐れすら感じたりしてしまうもので

す。本コースは、電話を受けるときやアポイントメントを取るとき、不在

時の対応など、電話におけるコミュニケーションのよく使う表現を解説い

たします。

15 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-010 〇 スキットで学ぶ電話会議の英語 - Teleconferencing - 1:14:15 動画

近年のグローバル化に伴い、場所の移動を伴わない電話会議のスタイルが

多く取られるようになりました。本コースでは、英語での電話会議でやる

べきこと、やってはいけないことなどの要点を押さえた上で、よく使われ

る表現や場面ごとの有効な英語表現を解説します。電話会議への苦手意識

を克服しましょう。

7 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-011 〇 ビジネス英文Eメール講座 3:35:57 動画

自分が伝えたいことをメールで正確に相手に知らせるためには、英語表現

のニュアンスを知り、的確な言い回しで文章を作成しなければなりませ

ん。本コースでは、ビジネスの様々な場面でよくある事象を取り上げつ

つ、各状況下での適切な表現を豊富な文例とともに丁寧に解説いたしま

す。

34 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-012 〇 ビジネス現場の英語表現 Vol.1 マーケティング 2:34:17 動画

英会話はある程度できるが、マーケティングの話になると適切な表現や言

い回しが浮かんでこない、会議の場で思い切った発言が出来ない、などの

悩みはありませんか？本コースでは、マーケティングに関する表現や独特

の言い回しなどを、シチュエーション別のダイアログとマーケティング講

義を通じて学びます。

16 -
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異文化理解・語学 英語スキル CULT02-013 〇 ビジネス現場の英語表現 Vol.2 会計と財務 2:23:34 動画

英会話はある程度できるが、財務の話になると適切な表現や言い回しが浮

かんでこない、会議の場で思い切った発言が出来ない、などの悩みはあり

ませんか？本コースでは、財務諸表に関する表現や財務・会計ならではの

独特の言い回し、関連表現などを、ダイアログと講義を通じて学びます。

16 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-014 〇 ビジネス現場の英語表現 Vol.3 人と組織 2:03:07 動画

英会話はある程度できるが、人と組織の話になると適切な表現や言い回し

が浮かんでこない、会議の場で思い切った発言が出来ない、などの悩みは

ありませんか？本コースでは、企業文化や成果主義、職場での差別、倫理

観などにおける言い回し、関連表現などを、ダイアログと講義を通じて学

びます。

16 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-015 〇 ビジネス現場の英語表現 Vol.4 戦略 2:08:08 動画

本コースでは、「戦略」に関連する表現として、業界分析、競争優位性、

多角化、グローバル化などにおける言い回し、関連表現などを、ダイアロ

グと講義を通じて学びます。業界分析からグローバル戦略、多角化など、

すべてがテーマとなったアップテンポのストーリーを楽しみながら、さま

ざまな表現を身につけましょう。

16 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-016 〇 ビジネス現場の英語表現 Vol.5 ビジョン 2:02:15 動画

本コースでは、「ビジョン」に関連する表現として、アントレプレナー

シップ、コーポレートガバナンスなどにおける言い回し、関連表現など

を、ダイアログと講義を通じて学びます。アントレプレナーシップなど、

海外では当然のことと考えられている内容を英語表現とともに学びます。

16 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-017 〇 異文化マネジメントの英語表現 4:06:38 動画

本コースでは、国内外で外国籍社員と働く方や外国人と一緒にビジネスを

展開される方が特に必要とする、様々なマネジメント場面における的確な

英語表現を学びます。 外国人のスタッフや顧客と信頼関係を築き、業務

を円滑に進め成果をあげるために、講師が長年の海外経験から得たナレッ

ジも併せて伝授いたします。

17 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-018 〇 英語ビジネスミーティング実践講座 2:40:00 動画

欧米人とのミーティングを進める際は、基本的な価値観の違いによる誤解

を防ぐためにも、欧米型会議のルールを知り、臨むべきスタンスを定め、

併せて相手に響く英語表現を身につける必要があります。本コースでは、

会議を効果的に進め良い結果を出すためにすぐに活用できる英語表現を紹

介します。

7 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-019 〇 交渉・折衝の英語表現 3:23:16 動画

 本コースでは、対立の場面での駆け引きから合意に至るまでの道筋で、

より交渉を有利に導くための英語表現や、交渉に臨むためのスタンスの取

り方、各交渉段階におけるパワーフレーズを学び、対立をどう乗り越える

か、などのノウハウを解説します。ビジネス交渉で成果をあげられるよう

になりましょう。

18 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-020 〇 説得力を高める英語プレゼンテーション 2:12:38 動画

本コースは、前半の英語表現と後半の資料作成、デリバリーの2部構成と

なっており、前半の英語表現では日本語とは異なる英語プレゼンテーショ

ンの組立てから、プレゼンテーションの各段階における英語表現までを懇

切丁寧に解説します。後半は具体的なプレゼンテーションの技法を解説い

たします。

13 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-022 〇 訳せない日本語 1:56:40 動画

日本語の中には文脈によって様々な意味の役割を持つ言葉があります。そ

れらの言葉を英訳するときは、シチュエーションごとにその言葉を理解し

て英訳しなければなりません。本コースでは、日本語の言葉の奥にある深

い意味を解説しつつ、日本語のニュアンスを保ったまま英語で伝える例を

ご紹介します。

17 -
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異文化理解・語学 英語スキル CULT02-023 〇 TOEIC PART5対策｜自動詞・他動詞の区別 0:05:52 動画

本講座では、TOEICテストPart5、リーディングテストに頻出の問題を、

自動詞・他動詞の区別の方法に着目しながら図説していきます。TOEICの

リーディングテストの前半では、主に文法に関わる問題が出題されます。

出題のポイントや基本的な文法を抑えて高得点を目指しましょう。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-024 〇 TOEIC600点取るためのロードマップ 0:18:15 動画

本講座では、TOEICを初めて受験して高得点を目指す方に向けて、TOEIC

初心者が600点を最短距離で取得するための勉強法を解説していきます。

目安の期間は二カ月ほどで、その間にどのような勉強を行えばいいのか、

ロードマップ式に解説していきますので、初めてTOEICの受験を考えてい

て、勉強方法に悩む方は是非ご活用ください。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-025 〇 新・文法特急の使い方 0:07:23 動画

本講座では、TOEICテストPart5、リーディングテストにおける対策問題

集の王道、文法特急を用いた効果的な学習法を解説していきます。中でも

特に、2021年3月に改訂された新・文法特急の使い方や、旧版との違いに

ついての知識を得ることができます。問題集の特性を知り、英文法学習に

活かしましょう。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-026 〇 精読・速読｜リーディングの鍛え方 0:09:37 動画

本講座では、TOEIC600点取得に向けて、速読・精読を行うために必要な

勉強法を解説していきます。筆記とリスニングに分かれるTOEICにおい

て、多くの文章を素早く、正確に読み取る能力を会得することは必要不可

欠です。本講座にて、英語文章の精読・速読を身に着けていきましょう。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-027 〇 TOEIC PART5対策｜代名詞問題 0:04:24 動画

本講座では、TOEICテストpart5に頻出する代名詞問題について、その傾

向や特徴、確実に点数につなげるためのポイントなどを解説していきま

す。本講座は特に、TOEIC700点台を目指す方にとっては効果的なポイン

トを押さえていますので、高得点獲得のためにも、ぜひご活用ください。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-028 〇 TOEIC PART5対策｜動詞問題 0:07:06 動画

本講座では、TOEICテストpart5に頻出する語形問題の解き方のアプロー

チ法について、実践形式で解説していきます。語形問題とは、空欄に当て

はまる動詞を選択する問題となりますが、動詞の変形や活用に関する広い

理解が必要となる厄介な問題です。高得点獲得のためにも、本講座を活用

していきましょう。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-029 〇 TOEIC PART5対策｜副詞問題 0:07:08 動画

本講座では、TOEICテストpart5の文法問題の解き方のアプローチ法につ

いて、実践形式で解説していきます。文法問題の中でも、選択肢に副詞が

並んでいる問題についてピックアップし、アプローチ方法をお伝えしま

す。高得点獲得のためにも、本講座を活用していきましょう。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-030 〇 TOEIC part3,4｜リスニングの効率的な解き方 0:05:42 動画

本講座では、TOEICテストのpart3・4、リスニングテストの解き方につい

て解説していきます。本講座ではこれらの分野を特に、先読みパート、解

答パートに分け、どこを意識するのか、どうやって時進めていくのかにつ

いてレクチャーしていきますので、高得点を目指す方は是非ご活用くださ

い。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-031 〇 700点取るためのロードマップ 0:10:10 動画

本講座では、TOEICテストにおいて、600点台をマークしている方が700

点を取るためのロードマップ、勉強法について解説していきます。これか

らTOEICテストの学習を始める方や、点数の伸び悩みに直面した方、勉強

方法がわからない方など、ぜひ本講座の方法を使って高得点を目指しま

しょう。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-032 〇 TOEIC PART5対策｜接続詞問題 600点突破レベル解説 0:03:46 動画

本講座では、TOEICテストPart5に頻出の接続詞問題を、分かりやすく図

説していきます。TOEICテストで600点以上の高得点を獲得するために

は、文法問題を確実に説くことが重要です。本講座では特に、Part5に頻

出の接続詞問題を、構文分析を交えて解説していくことによって、正確か

つスピーディな解法のコツをお伝えします。

1 -
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異文化理解・語学 英語スキル CULT02-033 〇 TOEIC PART2｜正答率80%を確保するために【傾向と対策】 0:05:35 動画

本講座では、TOEIC part2の正答率を上げるためのポイントについて解説

していきます。TOEICテストのpart2は、リスニング問題が出題されます

が、本講座ではその開放について特に、8つの型を紹介して正答率80%を

目指します。リスニング問題に不安のある方はもちろん、より高い点数を

狙う方は是非ご活用ください。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-034 〇 TOEIC PART3,4｜選択肢を速読する方法【即スコアUP】 0:10:15 動画

本講座では、TOEICテストpart3，4に出題される会話問題、説明文問題の

選択肢を速読する方法について解説していきます。TOEICテストの前半で

はリスニング問題が出題されますが、特にPart3，4は長文や選択肢の問題

が出題されます。選択肢の先読みや速読の仕方を学んで、高得点を目指し

ましょう。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-035 〇
【直前対策】絶対に正解したい6問をスピード解説【即スコア

UP】
0:05:52 動画

本講座では、TOEICテストにおける直前対策として、後半に出題される選

択肢穴埋め問題の中でもすぐに点数アップにつなげられる6問を例にと

り、文法問題の解答法を解説していきます。TOEICテストで600点以上の

高得点を狙う方は、テスト直前のスコアアップ対策としてぜひご活用くだ

さい。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-036 〇 リスニング力を飛躍させるシャドーイングのやり方 0:07:56 動画

本講座では、TOEICテスト前半に出題されるリスニング問題に対して、リ

スニング力を飛躍的に伸ばす「シャドーイング」のやり方について解説し

ていきます。英語の音源の後について自分でも発音する、という学習法

で、高い学習効果が期待できます。より高い得点を目指すためには、正し

い勉強法を学ぶことが重要です。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-037 〇 TOEIC PART5対策｜ 分詞 700点突破レベル解説 0:07:19 動画

本講座では、TOEICテストにおいて700点以上獲得を目指す人に向けて、

Part5に出題される文法の選択肢問題の中から、分詞に着目して問題対策

を行います。現在分詞、過去分詞の解説から、実際の問題の解答方法など

も解説していきますので、TOEICで高得点を目指す方は是非ご活用くださ

い。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-038 〇
とりあえずTOEIC700は欲しい人がやるべきたった一つのこ

と
0:08:04 動画

本講座では、TOEICテストで700点以上獲得を目指す人に向けて、TOEIC

で700点を取りたい人がまずやるべきことについて解説していきます。

TOEIC全体の流れを把握し、それぞれの問題にかけられる時間配分や、ど

の部分から回答を始めるかといった戦略、どのようなテキストを使うのが

よいかなどの対策法をお伝えします。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-039 〇 TOEIC PART5対策｜語形問題 0:09:21 動画

本講座では、TOEIC part5に頻出の問題について解説していきます。今回

は800点以上を狙う方向けに、やや難易度の高い穴埋め問題をピックアッ

プしての解説となります。正答となる選択肢がなぜ正しいのかを理解する

と、着実に点数を伸ばしていくことができます。自身の理解度を図る意味

でもぜひご活用ください。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-040 〇 800点取るためのロードマップ 0:07:32 動画

本講座では、TOEICテストにおいて700点台をマークしている方が、800

点を最短距離で取得するための勉強法、ロードマップについて解説してい

きます。モデルケースを用いて、スコアアップのポイントと具体的な勉強

法を含めた戦略の立て方を解説していますので、ご自身のスコアアップ戦

略に役立ててみてください。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-041 〇 TOEIC part7｜問題形式別攻略法 0:10:34 動画

本講座では、TOEIC part7の正答率をあげるための問題形式別攻略法につ

いて解説していきます。part7はリーディング長文読解問題で、スコア

アップの難易度が高いと言われています。本講座では、3つの代表的な問

題形式を取り上げ、各型式のアプローチ法について理解を図ります。スコ

アアップを狙いたいという方はぜひご活用ください。

1 -
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異文化理解・語学 英語スキル CULT02-042 〇 TOEIC800点台で伸び悩む人がやるべき事 0:09:37 動画

本講座では、TOEICテストにおいて800点台の方が、さらなるスコアアッ

プを狙うための3つの勉強について解説していきます。基礎的な語彙力を

獲得したのちに、どのような勉強をすると効果があるのか、実体験をもと

に解説しています。800点以上を狙う方でなくても、ぜひスコアアップの

参考にしてみてください。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-043 〇 TOEIC800点レベルの単語を1撃で暗記出来る動画 0:10:04 動画

本講座では、TOEICテストにおいて最頻出かつ覚えにくい英単語の覚え方

について紹介していきます。特に10個の単語を取り上げ、ユニークな覚

え方を紹介していますので、確実に覚えることでこれまで取りこぼしてし

まっていたスコアを上げることにつながります。最頻出単語を覚えてスコ

アアップを狙い方はぜひご活用ください。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-044 〇
上級者の域｜TOEIC800を超えるためにやるべきたった一つ

のこと
0:07:27 動画

本講座では、TOEICテストにおいて700点代をマークしている方が、800

点を超えるための方法について解説していきます。スコアを落としてしま

う要因は何か、そのための対策は何かを知ると、スコアアップのためにや

るべきことが見えてきます。「800点取るためのロードマップ」と併せて

ぜひご活用ください。

1 -

異文化理解・語学 英語スキル CULT02-045 〇
改訂版_スキットで学ぶ会議の英語 - Participating in 

Meetings -
0:57:38 動画

本講座では、外国人とのコミュニケーションを円滑にするために、会議へ

の参加者としての取るべき行動と、各場面における有用な英語表現を体系

的に学んでいきます。

6 -

建設 建設 CONS01-001 〇 玉掛け技能講習　力学編 4:00:00 スライド

工場や建築現場などで活躍する玉掛技能について、力学の知識を学びま

す。力の三要素、作用・反作用、力のつり合い、質量と比重、重心、加速

度、滑車装置、荷重の種類、荷重と応力、材料の強さ、吊り角度とロープ

の張力など、玉掛作業を安全に行うために知っておきたい力学について理

解を深めましょう。

1 -

建設 建設 CONS01-002 〇 玉掛け技能講習　用具・作業の知識 4:00:00 スライド

工場や建築現場などで活躍する玉掛技能について、用具・作業の知識を学

びます。玉掛用具の安全係数、ワイヤロープの構造、基本安全荷重、荷に

掛ける方法、クランプ使用上の注意、チェーンの使用禁止基準、玉掛作業

の流れなど、玉掛作業を安全に行うための用具や作業の流れの知識を身に

着けましょう。

1 -

建設 建設 CONS01-003 〇 玉掛け技能講習　玉掛け作業の知識 2:00:00 スライド

工場や建築現場などで活躍する玉掛技能について、作業の知識を学びま

す。玉掛作業の資格、クレーンの定義、クレーンの種類、移動式クレーン

の定義、クレーンの運動、玉掛用具、つり上げ荷重、定格総荷重・定格荷

重など、玉掛作業の際に知っておきたい基礎知識を学んで安全に作業しま

しょう。

1 -

建設 建設 CONS01-006 〇 2021年改訂_建設業法とは？ 1:00:00 スコーム

本コースでは、建設業法の目的や概要、建設業における発注者、元請負

人、下請負人の定義、建設工事の請負契約において守るべきルール、現場

でのルールなどについて解説します。建設業界で働く方にとっては必須の

法令知識を理解し、建設業者として守るべきルールを習得しましょう。

1 〇

建設 建設 CONS01-007 〇 2021年改訂_建設業界の動向を理解する 1:00:00 スコーム

本コースでは、元請の下請負契約金額や建設業の業種、建設業許可を受け

るための要件、経営事項審査、建設業の生産特性や営業形態、環境に関す

る対応、営業・マーケティング面での対策を解説します。建設業界が置か

れている外部・内部環境や建設業の構造特性、事業展望への理解を深めま

しょう。

1 〇

不動産 不動産 ESTA01-003 〇 不動産と税金の関係を学ぶ 1:00:00 スコーム

不動産はその取得・保有・譲渡に際して税金がかかります。本コースで

は、不動産を取得したときに課される税金の概要や、取得の形態によって

どのような税金が課税されるのかということや、保有しているときの税金

と運用することによって課される税金、不動産を譲渡するときの税金につ

いて解説します。

1 〇
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不動産 不動産 ESTA01-006 〇 2021年改訂_借地・借家トラブル解決の基礎知識を学ぶ 1:00:00 スコーム

借地借家法は、貸主と借主の実質的な平等を保障し、一般に弱い立場にな

りがちな借主の保護を図るものです。本コースでは、借地借家法の概要や

改正のポイント、企業が建物・土地を借りる場合のトラブル、企業が建

物・土地を貸す場合のトラブルについて、ケーススタディを交えて解説し

ます。

1 〇

不動産 不動産 ESTA01-007 〇 2021年改訂_不動産担保権設定と管理の実務を学ぶ 1:00:00 スコーム

債権の回収がうまくいかないと自社の財務状態にも悪影響を与えるため、

担保取得はとても重要なことです。本コースでは、担保取得の判断材料と

なる情報や担保の種類、不動産担保の注意点や管理方法、担保権の実行の

申立先と手続きの流れ、競売によらない解決方法などについて解説しま

す。

1 〇

保育 基礎知識 NURS01-001 〇 保育所における食物アレルギーへの対応について 1:05:06 動画

保育園での食事は「体と心の成長」のために不可欠な食育です。しかし食

物アレルギーを持つ子どもにとって「アレルゲン食物を摂取する」ことは

「命の危険」と同義です。保育園は命を守るための「危険回避」の最善策

を実行する現場です。食物アレルギーや対応方法について学んで保育に活

かして下さい。

9 -

コールセンター 基礎知識 CALL01-001 〇 これだけは知っておきたい業界用語　コールセンター編 2:00:00 スライド

コールセンター・テレマーケティングの業務の用語について、その意味や

使い方を中心に学びます。これからチャレンジする方は現場でスムーズに

対応するために、キャリアアップを図る方は幅広い知識と「今さら聞けな

い」業界用語を習得して自身の存在を優位にするために、専門用語を学び

ましょう。

1 -

コールセンター 基礎知識 CALL01-002 〇 コールセンターの基礎知識 0:19:30 動画

初めてコールセンターで勤務される方、必須の講座。コールセンターがど

のような役割を担っているのか、その中で働く皆さんがどのような活躍を

期待されているのかを解説します。コールセンターが出来た背景、コール

センターの種類を知ったうえで、コールセンターで働くスタッフの役割を

学習しましょう。

2 -

コールセンター 基礎知識 CALL01-003 〇 コールセンターのテレコミュニケーション 1:38:56 動画

お客様とお話をして、問い合わせを受け付けるのがコールセンター。業務

の知識も必要ですが、会話をするコミュニケーションスキルが必要です。

電話応対の特性、発声方法、保留のポイント、言葉遣い、傾聴、表現方法

など、相手の見えない電話でのコミュニケーションスキルについて学習し

ます。

7 -

コールセンター 基礎知識 CALL01-004 〇 コールセンターのクレーム対応 0:42:57 動画

避けたいけれど、コールセンターにクレームは必ずついてまわります。し

かし、謝るだけではクレームは解決しません。しっかりとお客様の話を聴

いて、解決策を提示・納得してもらってクレームは解決するのです。ク

レームを解決するための基礎知識と、解決までの基本手順を学習します。

6 -

コールセンター 基礎知識 CALL01-005 〇 コールセンターのストレスマネジメント 0:15:00 動画

ＰＣに向かってひとりで仕事をしていると、ストレスが溜まっていきま

す。コールセンターは勤務中にお客様以外と話す機会が限定されるため、

ひとりでストレスを抱えてしまいがちです。そんなストレスを把握し発散

する、うまく付き合う方法を学習します。ストレスをコントロールして楽

しく働きましょう。

1 -

清掃 基礎知識 CLEA01-001 〇 ビルクリーニングの基礎知識 0:32:47 動画

本コースでは、ビルメンテナンス業務における清掃管理業務の位置付けや

ビルの構造、清掃の5原則、作業周期による清掃業務の分類、ビル内で使

われる建材、清掃場所ごとのポイント、汚れの種類、洗剤の種類、清掃道

具、清掃員のビジネスマナー、ビルクリーニングの安全衛生について解説

します。

6 〇
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金融 業界理解 FINA01-001 〇 業界理解 -保険業- 0:14:02 動画

業界規模や主な収益と支出の仕組み、保険商品の3分類、国内外市場戦略

といった保険業界の基礎知識から、保険に勤務する従業員の主な１日の流

れ（働き方）、取扱商品の概要、保険商品の開発・販売、契約管理などの

業務内容、営業職員の特徴など保険業界に関する諸知識について学習しま

す。

1 -

金融 業界理解 FINA01-002 〇 業界理解 -金融業- 0:12:20 動画

業界規模や収益の仕組み、主な業務、ディスクロージャー誌、銀行の種

類、業務が忙しくなる日にちと時間帯、情報管理ルール、行員の職種・役

割、業務ごとの1日の仕事の流れ、今後の業界の動きなど、金融業界の基

礎知識を解説します。実務を円滑に進めることが出来るようになりましょ

う。

1 -

その他の業界 下水処理 OTHE01-001 〇 上下水維持管理事業所業務紹介【下水処理場編】 0:18:00 動画

下水処理場で働く人のために上下水維持管理事業所での業務について、定

常作業や運転操作、日常機器点検、分析試験、清掃、事務、非定常作業、

業者対応、安全衛生会議、緊急時対応などについて動画で解説します。上

下水維持管理事業所での実際の業務の流れを、動画を見て理解を深めま

しょう。

12 -

その他の業界 貿易 OTHE03-065 〇
貿易実務検定C級①　入門！貿易初心者の方が一番初めに見

る動画
0:19:08 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務に携わ

る人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきます。本講座で

は特に、貿易取引と国内取引の相違点、貿易取引の仕組み（信用状(L/C)

決済）、貿易取引と関係機関、いろいろな貿易取引について解説する入門

編となっております。

1 -

その他の業界 貿易 OTHE03-066 〇 貿易実務検定C級②　市場調査と契約の成立 0:11:52 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務に携わ

る人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきます。本講座で

は特に、市場調査と取引先の発見、取引工場、信用調査、契約書の基礎知

識などの、市場調査や契約成立に関するトピックについてレクチャーしま

す。

1 -

その他の業界 貿易 OTHE03-067 〇 貿易実務検定C級③　信用状(L/C)の基礎知識 0:17:25 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務に携わ

る人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきます。本講座で

は特に、信用状の基礎知識、輸入信用状の実務、輸出信用状の実務、信用

状の変更と不一致といった、信用状（L/C）の知識についてレクチャーし

ていきます。

1 -

その他の業界 貿易 OTHE03-068 〇 貿易実務検定C級④　品質条件/数量条件 0:06:34 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務に携わ

る人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきます。本講座で

は特に、品質条件、数量条件といったトピックについてレクチャーしてい

きます。品質決定に関わる品質条件や、重量をはじめとする数量条件につ

いて学びましょう。

1 -

その他の業界 貿易 OTHE03-069 〇 貿易実務検定C級⑤　インコタームズの基礎知識 0:13:03 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務に携わ

る人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきます。本講座で

は特に、インコタームズとは、インコタームズによる貿易条件などのト

ピックについて解説し、インコタームズについての基礎知識を学ぶことが

できます。

1 -

その他の業界 貿易 OTHE03-070 〇 貿易実務検定C級⑥　貿易輸送 0:19:30 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務に携わ

る人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきます。本講座で

は特に、輸送形態の種類、海洋輸送、航空輸送といった、貿易輸送におけ

る輸送形態についての基礎知識を身に着けることができます。

1 -

その他の業界 貿易 OTHE03-071 〇 貿易実務検定C級⑦　貨物海上保険 0:13:32 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務に携わ

る人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきます。本講座で

は特に、付保手続き、貨物海上保険の基本条件など、貨物海上保険につい

ての基礎知識を身に着けることができます。品物の安全管理のために、貨

物海上保険について学習しましょう。

1 -
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その他の業界 貿易 OTHE03-072 〇 貿易実務検定C級⑧　その他の保険（PL保険・貿易保険） 0:12:28 動画

本講座では、貨物海上保険に続き、貿易取引に関するその他の保険（PL

保険・貿易保険）について解説していきます。製造物責任（PL）とはそ

もそもどういったことなのか、ということや日本のPL法について理解

し、国内PL保険や輸出PL保険の特徴、貿易保険の特徴やしくみについて

の知識を身につけていきましょう。

1 -

その他の業界 貿易 OTHE03-073 〇 貿易実務検定C級⑨　代金決済 0:12:25 動画

本講座では、代金決済について解説していきます。海外との代金決済方法

の全体像をつかみ、それぞれの方法を詳しく見ていきます。実務検定での

出題頻度は他と比較して高くはないですが、実務に活かすためにも「並為

替と逆為替の違い」「一覧払手形と期限付手形の違い」などについてしっ

かり理解を深めていきましょう。

1 -

その他の業界 貿易 OTHE03-074 〇 貿易実務検定C級⑩　船積みから輸出代金の回収まで 0:18:39 動画

本講座では、船積みから輸出代金の回収までの流れについて解説していき

ます。貿易実務において、船積みから輸出代金の回収までの一連の流れや

全体感をつかむことは大切です。その中で必要な知識となる為替予約や輸

出貿易管理のしくみについても理解できるよう図説していますので、図を

見ながら全体感をつかみましょう。

1 -

その他の業界 貿易 OTHE03-075 〇 貿易実務検定C級⑪　船積通知の受領から貨物の引取りまで 0:14:30 動画

本講座では、船積通知の受領から貨物の引取りまでの流れについて解説し

ていきます。輸入実務に携わる上で、輸入時に関わる保険や法令、関税率

などの知識は必須です。また、付帯税についてもどのような場合があるか

をわかりやく解説していますので、実務や検定に向けて理解を深めていき

ましょう。

1 -
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