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コミュニケーション コミュニケーション COMU01-040 8/4公開
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 -

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-017 8/4公開 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 -

ITスキル プログラミング TECH01-029 8/4公開 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 -

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 SKIL01-002 〇 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

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-005 〇 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
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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 -

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】 0:39:57 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 SKIL01-012 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 SKIL01-013 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 -
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社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-014 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 SKIL01-015 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 SKIL01-016 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 SKIL01-017 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 SKIL01-018 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 SKIL01-019 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 -
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社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-020 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 -

社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-021 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 SKIL01-022 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 SKIL01-023 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 SKIL01-024 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 SKIL01-025 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 -
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社会人スキル ビジネスマナー SKIL01-026 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 SKIL01-027 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 SKIL01-028 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 SKIL01-029 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 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 -
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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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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

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
1:02:43 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 -
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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 -

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 -
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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 -
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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 -

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 -
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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 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 -
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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 -
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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 -

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 -

キャリアアップ キャリアアップ CARR01-001 〇 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
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キャリアアップ キャリアアップ CARR01-002 〇 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 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 -
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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 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 -

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 CARR02-004 〇 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 CARR02-011 〇 部下のモチベーションアップ術を学ぶ 1:00:00 スコーム

部下のモチベーションを向上させ、目標を達成させ

ることは管理職に求められるスキルです。本コース

では部下が感じる無力感ややる気のない発言の背

景、管理職の影響力、目標管理、チーム・マネジメ

ントについて解説します。部下の気持ちを理解し、

モチベーションアップを目指しましょう。

1 〇
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キャリアアップ リーダーシップ CARR02-012 〇 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 CARR02-013 〇 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 CARR02-014 〇 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

キャリアアップ リーダーシップ CARR02-015 〇 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 CARR02-017 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 -
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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 0:53:45 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 マネジメント CARR03-002 〇
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

キャリアアップ マネジメント CARR03-003 〇 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 CARR03-004 〇 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
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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 -

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 -
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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 人材育成 CARR04-002 〇 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 CARR04-003 〇 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
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キャリアアップ 人材育成 CARR04-004 〇 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 CARR04-005 〇 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 CARR04-006 〇
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 CARR04-007 〇
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 CARR04-008 〇
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 CARR04-009 〇 メンバー育成方法を学ぶ 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
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キャリアアップ 人材育成 CARR04-010 〇 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 CARR04-011 〇
部下が育つ上手なほめ方・しかり方と

は？
1:00:00 スコーム

人の心を動かすコミュニケーション術や人を管理・

統制するためのコミュニケーション術、部下を育て

る自己開示法、効果的な組織コミュニケーションの

戦略など、上司に必要なコミュニケーション能力を

解説します。部下を上手に育てるコツを理解して、

今どきの部下の”ヤル気”を引き出しましょう。

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 CARR04-013 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 CARR04-014 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 -
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キャリアアップ 人材育成 CARR04-015 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 CARR04-016 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 CARR04-017 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 CARR04-018 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 -

キャリアアップ 人材育成 CARR04-019 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 -

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 -
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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 COMU01-006 〇 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
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コミュニケーション コミュニケーション COMU01-007 〇 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 COMU01-010 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 -

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」
1:08:55 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口座 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 -
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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 -
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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 -

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 -
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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 -
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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 -

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 SELF01-003 〇
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 SELF01-004 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 SELF01-005 〇 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 SELF01-006 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 SELF01-035 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 ストレスマネジメント SELF02-001 〇 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
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セルフマネジメント ストレスマネジメント SELF02-002 〇 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 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 -

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 -
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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 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 -

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 -
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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 -
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セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-011 〇 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 SELF03-012 〇 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 SELF03-013 〇 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

セルフマネジメント モチベーションアップ SELF03-014 〇 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 SELF03-015 〇 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

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 -
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ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-002 〇
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 BUIS01-003 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 BUIS01-004 〇 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、５W1H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

ビジネス推進力 業務改善 BUIS01-005 〇 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 BUIS01-006 〇 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 BUIS01-008 〇 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
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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 -

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 -
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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 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 BUIS02-002 〇 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 BUIS02-003 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 -
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ビジネス推進力 ロジカルスキル BUIS02-004 〇
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 BUIS02-011 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 -

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 -
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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
1:48:32 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 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 -

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 BUIS03-005 〇 光る企画書の書き方 1:00:00 スコーム

新たな発想、改善方法などの考えを論理的な考えに

基づいて相手にわかりやすく伝えるのが企画書で

す。本コースでは問題意識や企画書の構成、文書作

成の基本、読む人をその気にさせる作成方法、イラ

スト・写真・グラフ挿入の効果、文章の表現方法な

ど良い企画書を書くためのポイントを解説します。

1 〇

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 -
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ビジネス推進力 プレゼン能力 BUIS03-007 〇 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 BUIS03-008 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 -
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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 -

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 INFO01-003 〇 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 個人情報保護 INFO01-005 〇 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 INFO01-006 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

株式会社manebi 41



playse_2021年8月4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

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 リスクマネジメント INFO02-001 〇 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
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情報セキュリティ リスクマネジメント INFO02-002 〇 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 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 内部統制 INFO03-001 〇 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

情報セキュリティ 内部統制 INFO03-002 〇
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
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情報セキュリティ 内部統制 INFO03-003 〇 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

情報セキュリティ 内部統制 INFO03-004 〇 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 INFO03-005 〇 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 INFO03-006 〇 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 INFO03-007 〇 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
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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 -

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 COMP01-003 〇 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 COMP01-004 〇 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

コンプライアンス コンプライアンス COMP01-005 〇 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 コンプライアンス COMP01-006 〇 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
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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 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 -
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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 COMP02-006 〇
企業における安全衛生管理体制の構築を

学ぶ
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 COMP02-007 〇 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 COMP02-008 〇 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 COMP02-009 〇
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

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 -

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 -
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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 -
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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 -

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 -
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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 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
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製造 ものづくり PROD02-005 〇
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

生産管理の大きな柱である生産計画と生産統制につ

いてそれぞれのポイントを解説します。製造指示に

従って指示された製品を製造するための工程を決め

る計画の立て方と、生産性や品質向上のための管理

について学び、製造指示を守りつつ、効率的に高品

質な製品を製造できるように管理しましょう。

1 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

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
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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 制度（製造） PROD03-001 〇 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） PROD03-002 〇 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

製造 制度（製造） PROD03-003 〇 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 制度（製造） PROD03-009 〇 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

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 -
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物流・運送 物流 LOGI01-002 〇 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 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 -
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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 -

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 -
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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 -
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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 -

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 -
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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 -
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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 SALE01-008 〇
今さら聞けない！「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 SALE01-009 〇 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

営業 営業 SALE01-010 〇 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

営業 営業 SALE01-011 〇 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 SALE01-012 〇 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
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営業 営業 SALE01-013 〇
営業担当者のための典型契約契約書作成

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、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 SALE01-014 〇 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 SALE01-015 〇
営業担当者のための非典型契約契約書作

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 SALE01-016 〇 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 SALE01-017 〇 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 SALE01-018 〇 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

株式会社manebi 63



playse_2021年8月4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

営業 営業 SALE01-019 〇
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

営業 営業 SALE01-024 〇 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 SALE01-025 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 -
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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～
2:32:21 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 -

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-001 〇 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 MARK01-002 〇
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 MARK01-003 〇
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
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マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-017 〇 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 〇

マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-018 〇 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 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 MARK01-020 〇 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 MARK01-021 〇 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
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マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-022 〇 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 MARK01-023 〇 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 MARK01-024 〇 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 MARK01-025 〇 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 MARK01-026 〇 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
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マーケティング・経営戦略 マーケティング MARK01-027 〇
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 MARK01-028 〇
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 MARK01-029 〇 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

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 -
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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 -

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 -
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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 -
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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 -

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 3:52:11 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 -

株式会社manebi 71



playse_2021年8月4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 MARK01-051 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 -
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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 経営戦略 MARK02-001 〇
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 MARK02-002 〇 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
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マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-003 〇 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 MARK02-004 〇 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、収益性の分析における「収益性」の

意義、比率分析と財務諸表、年度間比較と経営指標

等の活用、売上高利益率、費用と売上高の関係、総

資本回転率、総資本利益率、自己資本利益率につい

て解説します。企業における収益性の捉え方と高め

方について、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 MARK02-012 〇 「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

マーケティング・経営戦略 経営戦略 MARK02-013 〇 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 MARK02-014 〇 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 MARK02-015 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 -
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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 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 -
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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） MARK03-007 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） MARK03-020 〇 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&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） MARK03-021 〇 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

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） MARK03-022 〇 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） MARK03-024 〇 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

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） MARK03-025 〇 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） MARK03-026 〇 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） MARK03-036 〇 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） MARK03-037 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 -
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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） MARK03-041 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 -

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 -
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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） MARK03-048 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 -

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 -
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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 -

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 -
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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 -
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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 -

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
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 -
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ITスキル プログラミング TECH01-022 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 TECH01-023 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 TECH01-024 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 TECH01-025 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 TECH01-026 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 TECH01-027 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 -
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ITスキル プログラミング TECH01-028 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 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 -

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 -
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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 -
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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 -

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 -
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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 -
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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

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
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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

経理・財務 税務 ACCO01-002 〇 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 ACCO01-003 〇 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 ACCO01-004 〇
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 ACCO01-005 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

株式会社manebi 89



playse_2021年8月4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

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 ACCO01-007 〇 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 ACCO01-008 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 ACCO01-010 〇
「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 〇
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経理・財務 税務 ACCO01-011 〇 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 ACCO01-012 〇 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 ACCO01-013 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 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 ACCO02-005 〇 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
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経理・財務 簿記会計 ACCO02-006 〇 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

経理・財務 簿記会計 ACCO02-007 〇
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 ACCO02-008 〇 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 ACCO02-011 〇 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 ACCO02-012 〇 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 ACCO02-013 〇 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
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経理・財務 簿記会計 ACCO02-014 〇
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 ACCO02-015 〇 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 ACCO02-016 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

経理・財務 簿記会計 ACCO02-017 〇 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 ACCO02-018 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
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経理・財務 財務諸表 ACCO03-001 〇 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 ACCO03-002 〇 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 ACCO03-003 〇 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 ACCO03-004 〇 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 ACCO03-005 〇 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 ACCO03-006 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 -
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経理・財務 財務諸表 ACCO03-007 〇 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 ACCO03-008 〇 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

経理・財務 財務諸表 ACCO03-009 〇
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 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-010 〇
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 〇

経理・財務 財務諸表 ACCO03-011 〇 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
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経理・財務 財務諸表 ACCO03-012 〇 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 ACCO03-013 〇 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

経理・財務 財務諸表 ACCO03-014 〇 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 ACCO03-015 〇 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 ACCO03-027 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 -
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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 経理・財務（その他） ACCO04-001 〇 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） ACCO04-002 〇 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

近年になって中高齢者の離婚件数が増加し、老後の

経済的生活の基盤となる公的年金が見直されまし

た。本コースでは、年金分割制度導入の背景や年金

分割の概要、合意・3号分割の概要とその違い、情報

提供・合意分割・3号分割の請求手続の方法、遺族年

金との比較、年金額の算出例などを解説します。

1 〇
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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） ACCO04-004 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） ACCO04-005 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） ACCO04-006 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） ACCO04-007 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） ACCO04-008 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 -

経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-009 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 -
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経理・財務 経理・財務（その他） ACCO04-010 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） ACCO04-011 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） ACCO04-012 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） ACCO04-013 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 -

人事・労務・総務 人事 HUMA01-001 〇 成長する企業の人事戦略を知る 1:00:00 スコーム

企業が成長していくには、優秀な従業員を雇うだけ

でなく、企業が従業員を惹きつける魅力を持ってい

ることが重要です。本コースでは、労働市場の現状

や成果主義の問題点、エンプロイメンタビリティ、

ダイバーシティから得られる効果、多様性理解のプ

ロセス、ダイバーシティの効果測定などについて解

説します。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-002 〇 今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
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人事・労務・総務 人事 HUMA01-003 〇
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

人事・労務・総務 人事 HUMA01-005 〇 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 HUMA01-006 〇 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 HUMA01-007 〇
パート・契約社員採用時のコンプライア

ンスとは？
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、パート・契約社員採用時に気

を付けるべきポイントについて解説します。パー

ト・契約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 HUMA01-008 〇 管理職のための評価面接の基礎知識 1:00:00 スコーム

評価面接を効果的に実施することは企業の発展に繋

がります。本コースでは、評価面接を実施する前に

すべきことや評価面接の目標設定方法、評価基準設

定のポイント、評価者の役割と責任、部下からの目

標聴取のポイント、フィードバックの留意点、評価

面接を成功させるポイントなどを解説します。

1 〇

人事・労務・総務 人事 HUMA01-009 〇 人事考課の基本的な考えを学ぶ 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
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人事・労務・総務 人事 HUMA01-010 〇
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 HUMA01-012 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 -

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 -
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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 HUMA02-003 〇 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 HUMA02-004 〇 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 HUMA02-005 〇 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 HUMA02-007 〇 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
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-008 〇 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 HUMA02-009 〇 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 HUMA02-010 〇 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 HUMA02-011 〇 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 HUMA02-012 〇 使用者が労働者に対する義務を学ぶ 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 HUMA02-013 〇 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 HUMA02-014 〇 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 HUMA02-015 〇 ルールに基づ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 HUMA02-016 〇
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 労務 HUMA02-017 〇
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

労働契約・就業規則・労使協定の基礎として、労働

契約・就業規則・労使協定とは何かということや、

労働契約の介助、就業規則の作成手順、労使協定の

締結内容、就業規則と労働基準法との関係、労使協

定の締結後の労働者への周知、労働基準法と労働契

約法との関係などについて解説します。

1 〇

人事・労務・総務 労務 HUMA02-019 〇 労働時間・休暇・休日のイロハを学ぶ 1:00:00 スコーム

労働時間・休暇・休日について、労働基準法に基づ

く知識を身に着けましょう。本コースでは、労働基

準法に基づく労働時間、労働時間の考え方、労働時

間と休憩、休憩の原則、労働時間となる場合・なら

ない場合の具体例、休暇・休日とは、休日の原則、

変形休日性、休日労働について解説します。

1 〇
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-020 〇
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 HUMA02-021 〇 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 HUMA02-022 〇 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 HUMA02-023 〇
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 HUMA02-024 〇 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 HUMA02-025 〇 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
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-026 〇 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 HUMA02-027 〇 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

人事・労務・総務 労務 HUMA02-028 〇 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 HUMA02-031 〇 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 HUMA02-032 〇
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 HUMA02-035 〇 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
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-036 〇 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 HUMA02-037 〇 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 HUMA02-038 〇 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 HUMA02-039 〇 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 HUMA02-040 〇 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 HUMA02-041 〇 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
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-042 〇 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 HUMA02-043 〇 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 HUMA02-044 〇 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 HUMA02-045 〇 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

人事・労務・総務 労務 HUMA02-046 〇 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
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人事・労務・総務 労務 HUMA02-047 〇 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 HUMA02-048 〇 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 HUMA02-049 〇
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 HUMA02-050 〇

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 HUMA02-051 〇
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

人事・労務・総務 労務 HUMA02-052 〇
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
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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 HUMA02-057 〇 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 HUMA02-058 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
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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 -

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ＬＧ

ＢＴ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 HUMA02-062 〇

【2020.06法改正対応】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 HUMA02-063 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 総務 HUMA03-001 〇
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
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人事・労務・総務 総務 HUMA03-003 〇
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 HUMA03-004 〇 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 HUMA03-005 〇 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 HUMA03-010 〇
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 HUMA03-011 〇 目標管理の作り方と上手な運用法とは？ 1:00:00 スコーム

目標管理が重要だということはよく言われますが、

目標管理とは一体どういったものなのか説明できま

すか。本コースでは、目標管理の意味や目標設定の

仕方・目標の程度・表現・明確化のポイント、目標

実践のためのポイント、目標達成検証のポイント、

マネジャーによるフォローについて解説します。

1 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-012 〇 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
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人事・労務・総務 総務 HUMA03-013 〇 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 HUMA03-015 〇 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 〇

人事・労務・総務 総務 HUMA03-016 〇
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

人事・労務・総務 総務 HUMA03-017 〇
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

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

人事・労務・総務 総務 HUMA03-018 〇 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

人事・労務・総務 総務 HUMA03-019 〇 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
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人事・労務・総務 総務 HUMA03-020 〇 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 HUMA03-021 〇 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 HUMA03-022 〇 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 HUMA03-023 〇 会社設立の手続きと方法を知る 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 HUMA03-024 〇 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 HUMA03-025 〇 株主総会の基礎知識　非公開会社編 1:00:00 スコーム

非公開会社における株主総会について、決議できる

事項や株主総会招集の通知時期、開催場所の選定、

招集手続が不要なケース、議題提案権の概要、招集

通知に添付する書類、株主総会での決議要件、議事

録作成のポイント、株主総会終了後にしなければな

らない貸借対照表の広告義務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 HUMA03-026 〇 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 HUMA03-027 〇 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 HUMA03-028 〇 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 HUMA03-029 〇
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 HUMA03-030 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 -

法務 企業法務 LEGA01-001 〇 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
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法務 企業法務 LEGA01-002 〇 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 LEGA01-003 〇 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 企業法務 LEGA01-004 〇 カルテル・入札談合の具体的事例を学ぶ 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 LEGA01-005 〇 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 LEGA01-006 〇 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 LEGA01-007 〇 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
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法務 企業法務 LEGA01-008 〇 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 LEGA01-009 〇 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

法務 企業法務 LEGA01-010 〇 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

法務 企業法務 LEGA01-011 〇 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

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
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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 LEGA01-014 〇 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 LEGA01-015 〇 債権管理と回収の基礎を学ぶ　パート２ 1:00:00 スコーム

「債権管理と回収の基礎を学ぶ　パート１」からさ

らに踏み込んで、人的担保の種類や保証契約根保証

契約の具体的ケース、内容証明郵便の作成方法、債

権譲渡の概要、債権保全の方法の意義と効果、仮差

押え・仮処分の概要、強制執行による回収、債務者

倒産のリスク回避などを解説します。

1 〇

法務 企業法務 LEGA01-016 〇 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 LEGA01-017 〇 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 LEGA01-018 〇 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
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法務 企業法務 LEGA01-019 〇 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 LEGA01-020 〇
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 LEGA01-021 〇 入門　マネーロンダリング法 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 LEGA01-022 〇 入門　金融商品販売法 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 LEGA01-023 〇 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 LEGA01-024 〇 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
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法務 企業法務 LEGA01-025 〇 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 LEGA01-026 〇 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 LEGA01-027 〇 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 LEGA01-028 〇 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 LEGA01-029 〇 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 LEGA01-030 〇 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
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法務 企業法務 LEGA01-031 〇 不当景品類・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 LEGA01-032 〇
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 LEGA01-033 〇 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 LEGA01-034 〇 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 LEGA01-035 〇 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 LEGA01-036 〇 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
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法務 企業法務 LEGA01-037 〇
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 LEGA01-038 〇 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 LEGA01-039 〇 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

法務 企業法務 LEGA01-040 〇
企業を取り巻くリーガルリスクを学ぶ　

初級
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 LEGA01-041 〇 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
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法務 企業法務 LEGA01-044 〇 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

法務 企業法務 LEGA01-045 〇 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 LEGA01-046 〇 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 LEGA01-047 〇
インサイダー侍と学ぶインサイダー取引

規則
0:06:52 動画

インサイダー取引規制について、侍のキャラクター

と一緒に事例を通して学んでいきます。インサイ

ダー取引の概要のほか、規制される期間や対象とな

る人まで、重要なポイントを網羅した内容になって

います。インサイダー取引についてきちんとした知

識をつけ、規制を順守して職務にあたるようにしま

しょう。

※本講座は2018年8月時点の情報を元に制作していま

す

1 -

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 -
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法務 国際法務 LEGA02-001 〇 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 LEGA02-002 〇 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 LEGA02-003 〇 基礎からわかる国際法務　パート３ 1:00:00 スコーム

国際的な貿易の取り決めに関する事項や紛争解決等

について学びます。GATT・WTO体制の下における

国際取引やWTO体制の下における紛争解決手続き、

セーフガード措置と国際取引との関わり、国際裁判

管轄、レター・オヴ・インデント、国際取引に対す

る外国為替規制などについて理解を深めましょう。

1 〇

法務 国際法務 LEGA02-004 〇 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

法務 国際法務 LEGA02-005 〇 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 LEGA02-006 〇 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
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法務 国際法務 LEGA02-008 〇 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 知的財産権 LEGA03-002 〇 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 LEGA03-003 〇
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

法務 知的財産権 LEGA03-004 〇 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 LEGA03-005 〇 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 LEGA03-006 〇 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
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法務 知的財産権 LEGA03-007 〇 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 LEGA03-008 〇 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 LEGA03-009 〇 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

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 -

介護 介護技術 CARE01-001 〇 排泄介助 0:38:51 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 -
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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 -
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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 -

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 -
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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） CARE02-001 〇 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 〇
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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 -

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 -
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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 -
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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 -

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 -
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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 CULT01-005 〇 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 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 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～
4:00:00 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 -

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 -
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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 CULT02-007 〇
スキットで学ぶ会議の英語 - Participating 

in Meetings -
0:49:35 動画

会議の場は他の参加者の考えを聞く場であると同時

に、自身の考えを相手に共有する場でもあります。

本コースでは、外国人とのコミュニケーションを円

滑にするために、タイムリーに自分の意見を共有す

るなど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 -

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 -
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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 -

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 -
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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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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 CONS01-004 〇 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 CONS01-005 〇 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 ESTA01-001 〇
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
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不動産 不動産 ESTA01-002 〇 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

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

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
1:05:19 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 -
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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

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 -
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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 -
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