
1 2 3
【オンライン】

ミドル・シニア社員に

必要な学び直しとは
多様な価値観を尊重する仕組み

12:00～13:00

【オンライン】

自転車交通の未来を考える

―社会を変えるトランジショ

ン・マネジメントの思考からー

19:00～20:50

【現地参加】 東京

財務諸表の見方・読み方

(土曜集中コース)

13:30～16:40

詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら

Work Life★ Academic Academic

【オンライン】

新たな視点から読み解く

医学・医療の歴史

10:30～12:00

詳細はこちら

Academic

4 5 6 7 8 9 10
【現地参加】　東京

明日から使える!! 「心とカラダ

を労わるストレッチ&エクササイ

ズ講座」 

13:00～14:30

【現地参加】　東京

ビジネスマナー１日コース

～社会人としての基本マナー

を身につける～

10:00～17:00

【オンライン】

融合マネジメント

19:00～20:30

【オンライン】

海外赴任前配偶者向け

マンツーマン英会話

10：00～11：00

【オンライン】

劇的に変わる自己アピール

～強みの考え方と伝え方～

19:00～20:00

【オンライン】

はじめてのオフィスワーク♪

基礎から学ぶ！ビジネスマナー

＆コミュニケーション講座

10:00～11:30

詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はコチラ 詳細はこちら 詳細はこちら

Leberal Arts Work Life Academic Work Life Work Life★ Work Life★

【オンライン】

クリスマスに読みたい名作

・トルストイの

『人はなんで生きるか』

13:00～14:30

【オンライン】

戦略総務Webセミナー

戦略総務発案者が語る

『総務部門の人材育成』

13:30～15:00

【オンライン】

12時間で学べる！初心者の

ための貿易実務入門講座

10:00～17:00

詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら

Academic Social Work Life★

【現地参加】　東京

40代からの、あなたの似合う

がわかるパーソナルカラー＆骨

格分析

19:00～20:30

【現地参加】　東京

コーチング・アドバンス

10:30～17:30

詳細はこちら 詳細はこちら

Leberal Arts Academic

11 12 13 14 15 16 17
【現地参加】東京

幸運を引き寄せよう！

風水を取り入れた

整理収納のコツ・リビング編

16:30～18:00

【現地参加】　東京

＜睡眠力UP＞健康も美も

睡眠次第！寝る前5分の

リラクゼーション呼吸法

19:00～20:30

【オンライン】

海外赴任前配偶者向け

マンツーマン英会話

10：00～11：00

【オンライン】

はじめてのオフィスワーク♪

基礎から学ぶ！ビジネスマナー

＆コミュニケーション講座

10:00～11:30

詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はコチラ 詳細はこちら

Leberal Arts Leberal Arts Work Life Work Life★

【現地参加】東京

患者接遇マナー

～医療現場の基本マナー

を身に付ける～

10:00～17:00

詳細はコチラ

Work Life

18 19 20 21 22 23 24

【現地参加】 埼玉

農業の魅力を知る

～深谷ねぎ収穫農業体験～

＠深谷太陽農園

11:00～12:30

【オンライン】

はじめてのオフィスワーク♪

基礎から学ぶ！ビジネスマナー

＆コミュニケーション講座

10:00～11:30

【オンライン】

海外赴任前配偶者向け

マンツーマン英会話

10：00～11：00

詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はコチラ

Work Life Work Life★ Work Life

【現地参加】　東京

自撮りも物撮りも。ワンパター

ン卒業！周りと差をつける「ラ

ンクUPスマホカメラ」 

14:00～16:00

詳細はこちら

Leberal Arts

25 26 27 28 29 30 31

　　　　　　　　 2022年12月　 Calender

日 月 火 水 木 金 土

・以下の講座は、パソナリカレントのオリジナル講座および、提携機関が提供する講座の一部を一覧にしています。

・パソナリカレント会員向け無料講座（★）は、年会費・月会費をお支払い済みの方のみ受講可能です。会員専用ページから詳細をご確認ください。※入会月の月会費は無料です。

・シリーズ講座は初回講座開催日のみカレンダーに記載しています。

・提携機関が提供する講座のお申込みは、手続きやお申込み期限、利用料金のお支払い等詳細は、各講座を提供する会社のご案内をご確認ください。
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大分類 中分類 コース名 学習時間 形式 内容
レッス

ン数

プログラミング その他のプログラミング言語 誰でもわかる PHP基礎① 1:14:42 動画

PHPプログラムにより、ファイルやデータベースと連携したシステ

ムを作成し、動的なWebページを構築することが可能です。本講座

では特に、Webの概要から開発に関する基礎知識、PHPの概要など

について解説していきます（本講座は①～④のシリーズとなってい

ます。）

11

プログラミング その他のプログラミング言語 誰でもわかる PHP基礎② 1:33:29 動画

PHPプログラムにより、ファイルやデータベースと連携したシステ

ムを作成し、動的なWebページを構築することが可能です。本講座

では特に、PHPの基本文法について解説し、PHPによる動的なWeb

アプリを作成するまでの知識を習得できます。（本講座は①～④の

シリーズとなっています。）

4

プログラミング その他のプログラミング言語 誰でもわかる PHP基礎③ 1:29:56 動画

PHPプログラムにより、ファイルやデータベースと連携したシステ

ムを作成し、動的なWebページを構築することが可能です。本講座

では特に、PHPにおける配列や制御構造について主に解説していき

ます。（本講座は①～④のシリーズとなっています。）

6

プログラミング その他のプログラミング言語 誰でもわかる PHP基礎④ 1:21:57 動画

PHPプログラムにより、ファイルやデータベースと連携したシステ

ムを作成し、動的なWebページを構築することが可能です。本講座

では特に、PHPにおける関数を中心に解説し、PHPによる動的な

Webアプリを作成するまでの知識を習得できます。（本講座は①～

④のシリーズとなっています。

4

プログラミング その他のプログラミング言語 PHPオブジェクト指向① 1:24:45 動画

本講座では、PHPプログラムにおけるオブジェクト指向について解

説していきます。オブジェクト指向とは、オブジェクト（物）を中

心に考えた開発技法のことで、本講座では特に、オブジェクト指向

の概要からクラスの定義などに関する知識をレクチャーします。

（本講座は①～③までのシリーズです。）

9

プログラミング その他のプログラミング言語 PHPオブジェクト指向② 0:43:55 動画

本講座では、PHPプログラムにおけるオブジェクト指向について解

説していきます。オブジェクト指向とは、オブジェクト（物）を中

心に考えた開発技法のことで、本講座では特に、PHPにおける継承

などに関する知識をレクチャーします。（本講座は①～③までのシ

リーズです。）

6

プログラミング その他のプログラミング言語 PHPオブジェクト指向③ 0:46:43 動画

本講座では、PHPプログラムにおけるオブジェクト指向について解

説していきます。オブジェクト指向とは、オブジェクト（物）を中

心に考えた開発技法のことで、本講座では特に、PHPにおけるイン

ターフェースと例外などに関する知識をレクチャーします。（本講

座は①～③までのシリーズです。）

4

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

独学で学ぶ　UIデザイン基

礎のキソ
0:30:19 動画

本講座では、初心者がこれからUIデザインを学ぶことを目的とし、

AdobeXDを私用したアプリケーションのデザインの仕方をレク

チャーしていきます。AdobeXDの使い方はもちろん、どのようなデ

ザインがふさわしいのかといった、デザインそのものにおけるノウ

ハウも学ぶことができます。

1

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

独学でできるアプリUIデザ

イン①
0:32:40 動画

本講座では、AdobeXDを使ったUIデザインを学習することができま

す。キャンプ好きのユーザーが利用するSNS系アプリを想定し、

AdobeXDを使用してスタイリッシュなアプリケーションを制作して

いきます。UIデザインのノウハウだけでなく、AdobeXDのスキルを

勉強することもできます。

3

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

独学でできるアプリUIデザ

イン②
0:32:01 動画

本講座では、AdobeXDを使ったUIデザインを学習することができま

す。キャンプ好きのユーザーが利用するSNS系アプリを想定し、

AdobeXDを使用してスタイリッシュなアプリケーションを制作して

いきます。UIデザインのノウハウだけでなく、AdobeXDのスキルを

勉強することもできます。

3

E-learning



OAスキル Access

【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

OAスキル Access

【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

OAスキル Access
【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

OAスキル AutoCAD 機械製図_図面の投影図 0:09:01 動画

図面には様々な図形が描かれており、それらの図形を投影図と呼び

ます。投影図には、作図をした人から読む人に対して、製品に関す

るほぼすべての情報が記載されています。本講座では、そういった

投影図の基礎的な知識や基本となる描き方・読み方について分かり

やすく解説していきます。

1

OAスキル AutoCAD 機械製図_図面の補助投影図 0:07:09 動画

本講座では、投影図を補助する図面、補助投影図について解説して

いきます。補助投影図には、いくつかの種類があり、種類によって

描くためのルールが存在します。図面には、製品に必要なすべての

情報が載っています。一つ一つゆっくり解説していきますので、頭

の中で整理しながら学習していきましょう。

1

OAスキル AutoCAD Revit入門講座 2:04:30 動画

本講座では、Revitの基本的な使い方を、プロジェクトの新規作成か

らモデリング、図面作製、シートへの配置まで一貫して解説してい

きます。Revitのスキルを身に着けることによって、CADだけでは作

成できなかった3Dモデルやドキュメントの作成ができるようになり

ます。

36

OAスキル AutoCAD 機械製図_図面の投影法 0:08:09 動画

本講座では、機械製図における図面の投影法について解説していき

ます。投影法の使い方を誤ってしまうと、図面に描かれた図形を正

しく読み取ることができなくなってしまいます。投影法について正

しく理解し、読みやすく、正確な図面を作成できるようになりま

しょう。

1

OAスキル AutoCAD
機械製図_図面に使う線種と

文字
0:10:14 動画

本講座では、AutoCADにおいて、図面作成の際に使う線の種類と文

字について解説していきます。図面には、使用する線の種類、太さ

や文字の大きさのルールがあり、JIS規格に規定されています。これ

は誰が書いても見やすい図面になるよう定められたルールですの

で、じっくり学んでいきましょう。

1

OAスキル AutoCAD
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

OAスキル AutoCAD

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

OAスキル AutoCAD

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



OAスキル AutoCAD

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

OAスキル AutoCAD
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。

10

OAスキル AutoCAD
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。

20

OAスキル AutoCAD
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。

8

OAスキル AutoCAD
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。

7

OAスキル AutoCAD
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。

7

OAスキル AutoCAD
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。

8

OAスキル AutoCAD CADの基礎 0:13:20 動画

本講座では、autoCADの中でも特に、3DCADの基礎について解説

していきます。現代の製造業において、製品開発全体への効率化が

強く求められる中で、製品開発の大幅な短縮を可能にするCADソフ

トは必要とされるスキルです。この講座では、そんな製造業の製品

開発に欠かせない、CADソフトの基礎を解説します。

1

OAスキル AutoCAD 設計の基本 0:12:38 動画

本講座では、製造業における設計の基本について解説していきま

す。設計と聞いても、いまいちピンとこない方や、設計って聞いた

ことはあるけど何をしているかわからない。そんな方に向けて、実

際に業務ではどんなことをしているかを分かりやすく解説していき

1

OAスキル AutoCAD 材料学 金属編 0:11:53 動画

本講座では、製造業における知識として、金属材料についての基礎

を解説していきます。日常の様々な場面で使われる金属は、製造業

にとって欠かせないものとなっています。金属の特性を聞かれても

なかなか答えられない、という方でも、一から学ぶことができます

ので、これから製造業にあたる方は是非ご活用ください。

1

OAスキル AutoCAD 材料学 樹脂編 0:09:54 動画

本講座では、身の回りの様々なものに材料として使われている、樹

脂について解説していきます。身の回りにあふれている樹脂製品に

ついて、その特徴やどんなものかを知っている人は多くはないので

はないでしょうか。この講座では、これから製造業にあたる人でも

基礎から樹脂について知ることができます。

1

OAスキル AutoCAD 3Dプリンターの基本 0:10:07 動画

本講座では、近年よく耳にするようになった、3Dプリンターの基礎

知識について解説していきます。個人メーカー界隈や製造業の新し

い製造プロセスにおいて、大幅な工数削減が見込める技術です。

様々な規模や方式のある3Dプリンターの基礎知識を学び、今後の製

1



OAスキル AutoCAD
3Dプリンターのメリット＆

デメリット
0:15:11 動画

本講座では、近年よく耳にするようになった、3Dプリンターのメ

リットとデメリットについて解説していきます。何でもできそうと

思われがちな3Dプリンターですが、製造業の様々な場面で活用され

ている3Dプリンターのメリットとデメリットを正しく理解し、適切

に扱い、製品設計開発に活かしていきましょう。

1

OAスキル AutoCAD 3Dプリンターの種類 0:09:15 動画

本講座では、3Dプリンターの種類と、そのメリット・デメリットを

併せて解説していきます。3Dプリンターは、形状の造形方式によっ

て種類が分かれています。今後の生活や製造業を支える技術の一つ

である3Dプリンターの各特徴を理解して活用できるようにしましょ

1

OAスキル AutoCAD 機械製図の基礎知識 0:10:57 動画

本講座では、機械製図の基礎知識について解説していきます。図面

が描かれるうえでのルールや設計者が製品を設計した意図など、製

品を設計・製造するうえで重要な情報が図面に描かれています。こ

れらを正しく読み取り理解するためには、製図の知識は欠かせませ

ん。ものづくりに関わる全ての方に必須の知識となります。

1

OAスキル AutoCAD 機械製図_図枠について 0:11:18 動画

本講座では、機械製図の図枠について解説していきます。図枠は、

機械製図において必要なものです。図枠には様々な情報が記載さ

れ、それらの情報から物が作られていきます。図枠は図面の土台と

なる、大切なものです。製図にあたって図枠を正しく使うために、

図枠についての基礎知識を身につけましょう。

1

OAスキル AWS AWS基礎 Lambda編 0:19:41 動画

本講座は、AWS講座のLambda編です。初学者でも分かるように、

概要、料金、主な連携サービスの一覧、イベントソースとLambda

関数などについて基礎から丁寧に解説しています。最終レッスンは 

Lambda編のハンズオンになっておりますので、Lambdaについて

3

OAスキル AWS AWS基礎 Docker編① 0:53:26 動画

本講座は、AWS講座のDocker編として、Dockerの仕組みについて

基礎から丁寧に解説しています。特に、Docker for Linux、Docker

ライセンス、Dockerの主要構成要素、EC2環境のセットアップ、サ

ンプルアプリの操作説明についての知識やスキルを身に着けること

6

OAスキル AWS AWS基礎 Docker編② 0:52:55 動画

本講座は、Dockerfileについて基礎から丁寧に解説しています。特

に、Dockerfileのハンズオンとして、テストイメージの実行 / ビル

ド負荷軽減、本番ステージビルド、アプリ実行、dockerignoreなど

について解説しておりますので、実践的なスキルを身に着けること

6

OAスキル AWS
AWS基礎 Docker-compose

編
0:29:15 動画

本講座は、AWS講座のdocker-compose編です。初学者でも分かる

ように、概要から、docker-compose.ymlファイル、データベース

コンテナの作成、depends on ディレクティブとヘルスチェック、

マイグレーションの必要性などについて基礎から丁寧に解説してい

3

OAスキル AWS
AWS基礎 Windows Server

編
0:15:11 動画

AWS講座のWindows Server編です。初学者でも分かるように、

WindowsServerについて基礎から丁寧に解説しています。特に、エ

ディション、Essentials、Standard、ライセンス、コアベースライ

センス算出方法などについて基礎から丁寧に解説しています。

3

OAスキル AWS AWS基礎 VPC編① 0:34:32 動画

Amazon Virtual Private Cloud（Amazon VPC）は、アマゾンが

AWS上で提供している機能の1つで、AWSアカウント内に構築でき

る仮想ネットワークです。本講座では、AWS講座のVPC編として初

学者でも分かるように、リージョン、アベイラビリティゾーンなど

について、基礎から丁寧に解説しています。②と合わせてVPCの基

3

OAスキル AWS AWS基礎 VPC編② 0:31:01 動画

本講座では、『AWS基礎 VPC編①』に引き続き、VPCの基礎につ

いて解説していきます。本講座では特に、VPCのハンズオンや、

VPCピアリングについて初学者でも分かるように丁寧に解説してい

きます。VPCの活用によって、工数やコストのカット、システムセ

キュリティの向上が見込めますので、ぜひ活用してください。

2

OAスキル AWS AWS基礎 IAM編 0:47:04 動画

IAM(Identity and Access Management：アイアム)とは、AWSの

サービスで「認証」と「認可」の設定を行うことができるサービス

です。本講座は、AWS講座のIAM編です。初学者でも分かるよう

に、IAMロール、ポリシー、アクセスキー、ユーザー、グループ、

IAMポリシーの詳細、IAMロールとIAMポリシーについて基礎から

3

OAスキル AWS AWS基礎 CLI編 0:39:34 動画

AWS CLIは、Amazon Web Services (AWS) をコマンドラインから

利用するために、公式に提供されているツールです。本講座では、

CLIについて、概要や基本的な操作方法、用語について解説してい

きます。また、AWS公式のAWSCLIコンテナ環境を利用したコマン

ド実行とハンズオンについても解説しますので、より実践的に学習

6

OAスキル AWS
AWS基礎 CloudFormation

編
0:17:58 動画

CloudFormationはプログラミング言語やテキストファイルを使用し

てAWSリソースを自動で構築するサービスです。本講座は、AWS講

座のCloudFormation編として、概要や用語、用法について、初学者

でも分かりやすいように解説していきます。このサービスを利用す

ることで、同じ環境を作成する時間を削減することができます。

3



OAスキル AWS AWS基礎講座 0:30:35 動画

本講座では、AWSサービスの概要について説明していきます。初学

者でも分かるように、AWSについて基礎から丁寧に解説します。本

講座では特に、AWグローバルインフラストラクチャや責任共有モ

デル、AWSを操作する3つの方法（API）など、AWSサービスを効

果的に活用するための基礎知識を学びましょう。

6

OAスキル AWS AWS基礎 EC2編① 0:39:41 動画

本講座は、AWS基礎講座に引き続き、AWS講座のEC2編となりま

す。初学者でも分かるように、概要、AMI、インスタンスタイプ、

EBS、バックアップ、AMI、ユーザーデータ、インスタンスメタ

データ、キーペアについて基礎から丁寧に解説しています。①～③

すべてを活用して、EC2についてのノウハウを身につけましょう。

3

OAスキル AWS AWS基礎 EC2編② 0:29:31 動画

本講座は、AWS基礎 EC2編①に引き続き、AWS講座のEC2編となり

ます。初学者でも分かるように、EC2のハンズオンについて解説し

ていきます。EC2についてのノウハウは、どれもが多くの企業に対

して魅力的なメリットとなり、仮想サーバーの運用における理想的

1

OAスキル AWS AWS基礎 EC2編③ 0:26:40 動画

本講座は、AWS基礎 EC2編①・②に引き続き、AWS講座のEC2編と

なります。初学者でも分かるように、EC2インスタンス 7つの厳選

ポイントについて基礎から丁寧に解説しています。EC2についての

ノウハウは、どれもが多くの企業に対して魅力的なメリットとな

り、仮想サーバーの運用における理想的なスタイルを模索すること

に役立ちます。※動画内で、「最後にソリューションアーキテクト

のサンプル問題をやります」と話している部分がありますが、こち

らは今後リリース予定のAWS講座ソリューションアーキテクトアソ

1

OAスキル Excel パワークエリ講座① 0:24:23 動画

本講座では、Excelにおけるパワークエリの使い方、活用方法につ

いて、全三回の講座を通して解説していきます。特に今回の第一回

では、パワークエリとは何なのかという基礎説明から、複数ファイ

ルの取り込みといった実践編までをレクチャーします。パワークエ

リをマスターして、業務の効率化を目指しましょう。

1

OAスキル Excel パワークエリ講座② 0:30:45 動画

本講座では、Excelにおけるパワークエリの使い方、活用方法につ

いて、全三回の講座を通して解説していきます。特に今回の第二回

では、WebやPDFからのデータの読み込みや、クエリの結合といっ

たテクニックをレクチャーします。パワークエリをマスターして、

1

OAスキル Excel パワークエリ講座③ 0:23:54 動画

本講座では、Excelにおけるパワークエリの使い方、活用方法につ

いて、全三回の講座を通して解説していきます。特に今回の第三回

では、数値のグループ化をはじめ、VBAでの自動化処理をメインに

レクチャーします。パワークエリをマスターして、業務の効率化を

1

OAスキル Excel モダンExcel講座 0:12:08 動画

本講座では、最近注目度が高まってきているスキルである、モダン

Excelについて詳しく解説していきます。モダンExcelについて学ぶ

ことで、パワークエリ、パワーピボットを習得することができ、

データ収集や加工、結合、分かりやすく資格化し、Excel上でサマ

1

OAスキル Excel
Excelでもここまでできる！

ダッシュボードの作り方
0:35:10 動画

本講座では、Excelを使用して、表集計したデータから視覚的な

ダッシュボードを作成する方法について解説していきます。Excel

はあくまで表計算ツールと思われがちですが、図形やデータ分析、

グラフなどをうまく連動させることで、データを視覚的に加工し、

分かりやすいダッシュボードを作ることもできます。

1

OAスキル Excel

【Excel実践】簡単！ただま

ねるだけでOK!『タスク管

理ツール』の作り方

0:33:55 動画

本講座では、Excelを使って分かりやすいタスク管理ツールを作成

する方法を解説していきます。自分のタスクだけでなく、チームの

管理やマネジメントを任される方でも、視覚的、感覚的にスタッフ

のタスクを管理できる一覧を作成し、専用ツールを使わずコストを

1

OAスキル Excel
Excelのテーブル機能を徹底

解説
0:22:29 動画

本講座では、Excelでのテーブル機能について、詳細に解説してい

きます。データを集計するにあたって、作業の効率化や、視覚的な

分かりやすさの向上のためには、テーブル機能を扱うスキルは必須

となります。本講座にて、Excelのテーブル機能の使い方をマス

1

OAスキル Excel
できる人は全員使ってい

る！テーブル超入門講座
0:16:44 動画

本講座では、Excelのテーブル機能を超入門的に解説していきま

す。Excel表で作成したデータをテーブル機能によって加工するこ

とにより、対象の絞り込みや項目ごとの数量の集計、表としての視

覚的な分かりやすさなどが飛躍的に向上します。Excelでのデータ

1

OAスキル Excel

【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

6

OAスキル Excel

【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

16



OAスキル Excel

【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

12

OAスキル Excel

【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

10

OAスキル Excel

【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

23

OAスキル Excel

【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

10

OAスキル Excel

【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

9

OAスキル Excel
【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

13

OAスキル Excel

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

1

OAスキル Excel

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

1

OAスキル Excel

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

1

OAスキル Excel

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

1

OAスキル Excel

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

1

OAスキル Excel

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

1

OAスキル Excel

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

1

OAスキル Excel
【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

10

OAスキル Excel

【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

10

OAスキル Excel
【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

14



OAスキル Excel

【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

4

OAスキル Excel

【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

10

OAスキル Excel
【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

22

OAスキル Excel
【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

10

OAスキル Excel
【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

OAスキル Excel

【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

7

OAスキル Excel
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

7

OAスキル Excel VBA基礎① 0:56:24 動画

本講座では、VBAの基礎について学びます。VBAとは、Excelを中心

としたOfficeアプリケーションでの作業効率化につながるプログラ

ミング言語です。本講座では特に、VBAの概要や環境構築といった

スタートの部分から、コーディングのやり方やセルの操作方法と

いった基本的な部分をレクチャーしていきます。

7

OAスキル Excel VBA基礎② 2:07:49 動画

本講座では、VBA基礎①に引き続き、Officeアプリでの作業効率化

プログラミングであるVBAの基礎について学んでいきます。本講座

では特に、最も重要な『変数』について学びます。VBAへの指示の

出し方や、より効率的にコードを記述する方法、繰り返し処理、回

数を決めない繰り返し処理について学習します。

11

OAスキル Excel VBA基礎③ 0:57:46 動画

本講座では、VBA基礎①・②に引き続き、Officeアプリでの作業効

率化プログラミングであるVBAの基礎について学んでいきます。本

講座では特に、データベースのセル範囲自動指定やフィルターをか

ける方法、データの並び替えや他のセルへ転記する方法など、デー

7

OAスキル Excel VBA基礎④ 0:57:46 動画

本講座では、VBA基礎①・②・③に引き続き、Officeアプリでの作

業効率化プログラミングであるVBAの基礎について学んでいきま

す。本講座では特に、ファイルの取得や検索、Dir関数やループ処

理、他ブック操作、条件分岐などについて解説していきますので、

これまでのVBA基礎講座と合わせて学習してください。

7

OAスキル Excel VBA実践① 1:02:50 動画

本講座では、基礎編①～④で学習したことを応用して、連続印刷

ツールを実践的に作成していきます。本講座では特に、ボタン一つ

で自動的に連続印刷する処理を学習します。VBAスキルの実用的な

使い方を学びましょう。本講座を学ぶ前に、基礎編①～④の学習を

4

OAスキル Excel VBA実践② 0:28:38 動画

本講座では、基礎編①～④で学習したことを応用して、接客対応記

録ツールを実践的に作成していきます。本講座では特に、入力

フォームとデータベースの連携方法を学習します。VBAスキルの実

用的な使い方を学びましょう。本講座を学ぶ前に、基礎編①～④の

7

OAスキル Excel VBA実践③ 0:46:06 動画

本講座では、実践①・②に引き続き、基礎編で学んだVBAのスキル

を応用して、Excel上で請求書を自動で作成する方法について学ん

でいきます。動画に沿って操作を行うことで、動画を見終わるころ

には現場でも使える請求書の自動作成ツールを作ることができます

4



OAスキル Excel VBA実践④ 0:37:58 動画

本講座では、実践①・②・③に引き続き、基礎編で学んだVBAのス

キルを応用して実務でも活用できる自動ツールを作成していきま

す。本講座では特に、複数のエクセルファイルを連携させる方法を

学習するとともに、売り上げの自動集計ツールを作成していきま

す。現場でも活用できるツールですので実務に活かしていきましょ

4

OAスキル Excel VBA実践⑤ 0:34:16 動画

本講座では、基礎編で学んだVBAのスキルを応用して実務でも活用

できる自動ツールを作成していきます。本講座では特に、ブック操

作やシート操作を学習するとともに、売上データを担当者別ブック

へ分割するマクロを作成していきます。現場でも活用できるツール

4

OAスキル Excel VBA応用知識 0:25:04 動画

本講座では、VBA講座の応用知識として、マクロパーツ化、マクロ

呼び出し、コード修正について解説していきます。これらの知識を

活用することにより、実作業中のエラー修正や作業の効率化などを

図ることができます。最後には、VBA講座のまとめもついておりま

すので、基礎編、実践編、Word活用編と合わせてご利用ください。

4

OAスキル gmail 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

3

OAスキル Illustrator

Illustrator①起動と終了　プ

ロや上級者の起動方法を知

ろう

0:36:42 動画

本講座では、Illustratorの起動と終了、ファイルの開き方などを説

明します。また、効果的で素早い起動と終了を実際の画面で解説し

ていきます。Illustratorを初めて使う、何から始めたらいいかわか

らない方にお勧めです。バージョンは2022年の最新のものを使いま

7

OAスキル Illustrator
Illustrator②長方形だけで絵

を描く
1:09:23 動画

本講座では、「長方形だけで絵を描く」ことにより、Illustratorが

どんなソフトなのかを紹介します。長方形だけで家のイラストを描

いていきます。実際にイラストを描く、というよりは、初心者向け

にIllustratorの操作に慣れ、どのような機能があるか、ということ

11

OAスキル Illustrator 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

6

OAスキル Illustrator 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

OAスキル Illustrator 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

OAスキル Office

【日本一の研修】Power 

Automate Desktopで始める

業務の自動化

1:04:49 動画

本講座では、Power Automate Desktopの概要から始め、インス

トール、簡単なツールの作成、自動記録機能を使ったツールの作

成、アプリケーションの連携などを解説していきます。PCでのルー

ティン作業を短時間で済ませたい方、RPAツールの導入を検討して

12

OAスキル Office

【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

OAスキル Office

【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

OAスキル Office

【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

OAスキル Office

【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



OAスキル Photoshop

Photoshopで髪を置き換え

て髪型を変える方法！

（CC2022）

0:10:33 動画

本講座では、Photoshopで被写体に別の髪を合成する方法を解説し

ます。合成したい髪型の写真を用意し、それを上から被せていきま

す。その後ゆがみフィルターやコピースタンプツール等を使い、違

和感をなくします。最後にトーンカーブや色相彩度から色味を合わ

せて完成です。別の髪型にした場合のイメージ画像を作る際におす

1

OAスキル Photoshop

Photoshopで透明感ある肌

に！手のレタッチ

（CC2022）

0:13:21 動画

本講座では、Photoshopで肌のレタッチをし、美しい手を作る方法

を紹介します。寒色よりかつ、白っぽくし、透明感のある肌に仕上

げていきます。ゆがみフィルターや周波数分離の活用による形や質

感の調整、そのほかのフィルターを活用した全体の印象の調整につ

1

OAスキル Photoshop

レタッチで使う周波数分離

とは？基礎から実践、応用

まで（CC2022）

0:40:08 動画

本講座では、レタッチで使われる周波数分離というテクニックにつ

いて解説していきます。基本的な考え方から、実践、応用テクニッ

クも紹介しています。周波数分離を理解したい方におすすめの動画

です。基本的な技術を使用したレタッチより、一歩進んだ自在なレ

1

OAスキル Photoshop

Photoshopで好きな画像の

ラテアートを作る方法！

（CC2022）

0:17:46 動画

本講座では、写真からPhotoshopでラテアートを作る方法について

解説していきます。まずは合成したい写真を白黒で、明るさの段階

数が少ないシンプルな写真にしていきます。その後合成し、ラテ

アート風に仕上げます。最後に仕上がったラテアートを別の画像に

1

OAスキル Photoshop

Photoshopで背景を変えて

スタジオの壁紙風にする方

法！（CC2022）

0:19:55 動画

本講座では、家で撮られた猫の写真を、Photoshopで背景を変えて

スタジオで撮影したようにする方法について解説していきます。ま

ず猫を切り抜き、新しい背景をべた塗りから作ります。その後猫の

影を元画像から抜き取り、背景に合成します。最後に色味の調整や

1

OAスキル Photoshop
Photoshopで髪の毛に色を

つける方法（CC2022）
0:15:59 動画

本講座では、Photoshopで黒の髪の毛に赤などの色をつける方法に

ついて解説していきます。髪の毛のマスクを作り、色相彩度から色

を付けます。その後トーンカーブで色を整えて色自体は完成です

が、動画で使った写真では眉毛と髪の毛が被っていて綺麗に選択で

きません。出来るだけ修正を目立ちにくくする方法も紹介していま

1

OAスキル Photoshop

Photoshopでサイバーパン

クな写真を作る方法！

（CC2022）

0:41:06 動画

本講座では、Photoshopで写真をサイバーパンクな見た目に変える

方法について解説していきます。被写体の切り抜きや別の画像への

合成、エフェクトを作ってSF風に加工する方法などを紹介していき

ます。オブジェクトの色見合わせや最終調整についても解説してい

ますので、Photoshopのスキルアップのためにぜひご活用くださ

1

OAスキル Photoshop

Photoshopで動物園の柵を

出来るだけ目立たなくする

方法（CC2022）

0:29:35 動画

本講座では、Photoshopで動物に被った柵を消す方法について解説

していきます。周波数分離を使った色とテクスチャの分けかたや、

色が分からない部分の対応、テクスチャの復元方法、フィルターを

掛けて調整をするコツなどを解説していきます。Photoshopのスキ

1

OAスキル Photoshop 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

OAスキル Photoshop

Photoshopレタッチ┃パ

リッとしたクールな見た

目、HDRトーンを解説！

（CC2021）

0:09:48 動画

本講座では、画像加工ソフトとして一般的なPhotoshopの機能と操

作方法について、テーマごとに解説していきます。中級001では、

Photoshopでフィルターを使ってHDR合成を一枚の画像で再現する

方法についてご紹介します。日常的にPhotoshopを使う方だけでな

く、これからPhotoshopを始める方にもおすすめです。

1

OAスキル Photoshop
Photoshopで背景をオシャ

レにぼかす方法（CC2020）
0:14:37 動画

本講座では、画像加工ソフトとして一般的なPhotoshopの機能と操

作方法について、テーマごとに解説していきます。中級002では、

深度マップを作るAIを活用して背景ボケを作る方法についてご紹介

します。日常的にPhotoshopを使う方だけでなく、これから

1

OAスキル Photoshop
Photoshopで手ブレ修正す

る方法！（CC2021）
0:11:08 動画

本講座では、画像加工ソフトとして一般的なPhotoshopの機能と操

作方法について、テーマごとに解説していきます。中級003では、

ブレの軽減フィルターなどを使って手ブレした写真を補正する方法

についてご紹介します。日常的にPhotoshopを使う方だけでなく、

これからPhotoshopを始める方にもおすすめです。

1

OAスキル Photoshop

Photoshop┃ピンボケを復

元！写真をシャープにする

方法（CC2021）

0:14:57 動画

本講座では、画像加工ソフトとして一般的なPhotoshopの機能と操

作方法について、テーマごとに解説していきます。中級004では、

スマートシャープなどを使ってピンぼけした写真を修復する方法に

ついてご紹介します。日常的にPhotoshopを使う方だけでなく、こ

れからPhotoshopを始める方にもおすすめです。

1

OAスキル Photoshop

徹底解説！深度マップで背

景をぼかす方法┃ニューラ

ルフィルター（CC2021）

0:12:16 動画

本講座では、画像加工ソフトとして一般的なPhotoshopの機能と操

作方法について、テーマごとに解説していきます。中級005では、

深度マップを作るAIを活用して背景ボケを作る方法についてご紹介

します。日常的にPhotoshopを使う方だけでなく、これから

1



OAスキル Photoshop

Photoshop┃目のレタッチ

の方法！目を輝かせる

（CC2021）

0:12:49 動画

本講座では、画像加工ソフトとして一般的なPhotoshopの機能と操

作方法について、テーマごとに解説していきます。上級006では、

目のシャープ化や虹彩の調整をして印象的な目にする方法について

ご紹介します。日常的にPhotoshopを使う方だけでなく、これから

Photoshopを始める方にもおすすめです。

1

OAスキル Photoshop

Photoshopで白黒写真をカ

ラーにする方法！

（CC2021）

0:25:02 動画

本講座では、画像加工ソフトとして一般的なPhotoshopの機能と操

作方法について、テーマごとに解説していきます。上級007では、

白黒のポートレートをAI等を使ってカラー化する方法についてご紹

介します。日常的にPhotoshopを使う方だけでなく、これから

Photoshopを始める方にもおすすめです。

1

OAスキル Photoshop

Photoshopで木の色を変え

る方法│茶色を白や黒に！

（CC2021）

0:14:41 動画

本講座では、画像加工ソフトとして一般的なPhotoshopの機能と操

作方法について、テーマごとに解説していきます。上級008では、

トーンカーブや色相・彩度で色を変えて、木の棚を白や黒の木目の

棚に変える方法についてご紹介します。日常的にPhotoshopを使う

方だけでなく、これからPhotoshopを始める方にもおすすめです。

1

OAスキル Photoshop
Photoshopで服に柄を合成

する方法（CC2021）
0:27:38 動画

本講座では、画像加工ソフトとして一般的なPhotoshopの機能と操

作方法について、テーマごとに解説していきます。上級009では、

白のTシャツに着色した後パターンを合成して柄を作る方法につい

てご紹介します。日常的にPhotoshopを使う方だけでなく、これか

らPhotoshopを始める方にもおすすめです。

1

OAスキル Photoshop
Photoshopで眼鏡の反射を

消す方法（CC2021）
0:29:00 動画

本講座では、Photoshopで眼鏡に反射した光を消す方法について解

説していきます。色相，彩度，明度ごとに合わせていき、最後に周

波数部分離を使って塗りムラを馴染ませていきます。出来るだけ元

のディテールを壊さずに編集出来るので、ポートレートなどにおす

すめです。

1

OAスキル Photoshop

Photoshopでフワフワな動

物を切り抜く方法

（CC2021）

0:16:46 動画

本講座では、Photoshopで猫など輪郭線の曖昧な動物を切り抜く方

法について解説していきます。元の毛は選択とマスクから切り抜

き、ブラシで毛を追加していきます。元の毛を一本一本切り抜くの

ではなく、後から描き足すことで効率的に切り抜きを仕上げていき

ます。本講座で、画像の切り抜き技術をアップさせましょう。

1

OAスキル Photoshop
Photoshopで黒の服を白に

する方法（CC2021）
0:24:59 動画

本講座では、Photoshopで黒の服を白に変える方法について解説し

ていきます。大きく色を変えるのでテクスチャが壊れてしまいます

が、その部分のテクスチャを補完することで目立たせずに仕上げて

いきます。物の色を大きく変えるときに使える方法を習得していき

ましょう。

1

OAスキル Photoshop
Photoshopで人物をレタッ

チする方法！（CC2021）
0:45:34 動画

本講座では、Photoshopで人物をレタッチする方法について解説し

ていきます。肌の修正から髪や目の修正、フィルターなどのポート

レートレタッチのテクニックを紹介しています。肌のレタッチには

周波数分離を使い、元のテクスチャを活かして編集していきます。

人物画像のレタッチに関するスキルを習得しましょう。

1

OAスキル Photoshop
Photoshopで犬から首輪を

消す方法！（CC2021）
0:19:24 動画

本講座では、Photoshopで要らない物を消す方法について解説して

いきます。この動画では犬の首輪を修復ブラシなどを使って消して

いきます。撮影時に取り除く事が出来ないものを、消したい場合に

おすすめの方法です。Photoshopのスキルアップを目指しましょ

1

OAスキル Photoshop

Photoshopでチョコを美味

しそうにレタッチする方法

（CC2022）

0:21:31 動画

本講座では、Photoshopで生チョコの画像をレタッチしていきま

す。修復ブラシツールやトーンカーブなど基本的なツールを組み合

わせて編集します。複雑なテクニックは必要としないので、基礎的

な使い方を理解している方におすすめです。Photoshopのスキル

1

OAスキル Photoshop

Photoshopで雪を積もらせ

る方法│風景ミキサー

（CC2022）

0:10:55 動画

本講座では、Photoshop CC2022の新機能である風景ミキサーを

使った実践テクニックを解説していきます。風景ミキサーで雪を合

成した後、雪のオーバレイを追加したり、フィルターをかけること

でより自然な画像に仕上げていきます。Photoshopのスキルアップ

1

OAスキル Photoshop

Photoshopで写真をジオラ

マ風にする方法！

（CC2022）

0:20:25 動画

本講座では、Photoshopで写真をジオラマ風にする方法について解

説していきます。三層式の周波数分離を使ってシャドウ・ハイライ

ト，テクスチャを薄めた後、ボケを作ることでミニチュア感を出し

ていきます。最後にフィルターをかけ、ポップな見た目に仕上げま

1



OAスキル Photoshop

Photoshopで効率的かつ綺

麗に切り抜く方法！

（CC2022）

0:15:54 動画

本講座では、Photoshopで効率的に人物を切り抜いていく方法につ

いて解説していきます。自動選択で大まかに切り抜いたあとに、境

界線の色を塗り直したり、髪の毛を描くことで自然に仕上げていき

ます。切り抜きの技術は画像編集の基本となりますので、本講座に

て、Photoshopのスキルアップを目指しましょう。

1

OAスキル Photoshop

Photoshopで人を別の画像

に合成する方法！

（CC2022）

0:25:32 動画

本講座では、Photoshopで人物を他の写真に合成する方法について

解説していきます。まず被写体を切り抜き、ニューラルフィルター

の調和を使って大まかに合成します。その後輝度，色相，彩度ごと

に合わせていき、色を馴染ませます。最後にフィルターを追加して

1

OAスキル Photoshop
Photoshopで顔に被った影

を消す方法（CC2022）
0:18:07 動画

本講座では、Photoshopで顔に被ってしまった影を消す方法につい

て解説していきます。「明るさの中間値」からぼかした周波数分離

を使って出来るだけ自然に仕上げていきます。影や明るさの調整

は、Photoshopにおいては基本的な使い方といえます。写真加工の

ためには必要な知識ですので、本講座にて学びましょう。

1

OAスキル Photoshop

犬の写真をかっこよく！

HDRトーン等でクールに見

せる方法（Photoshop 

CC2022）

0:39:06 動画

本講座では、Photoshopで犬のレタッチについて解説していきま

す。HDRトーンなどを使ってハイコントラストな画像に仕上げてい

き、力強いかっこよさを出すことができます。まず深度マップを

作って背景をぼかし、HDRトーンなどのフィルターを適用します。

その後トーンカーブでドッジアンドバーンをし、エフェクトを合成

1

OAスキル Photoshop

Photoshopでハイコントラ

ストな白黒写真にレタッチ

する方法（CC2022）

0:29:08 動画

photoshopで白黒の写真を作る方法です。ハイコントラストな白黒

にし、人物をかっこよく仕上げていきます。まず、ベタ塗りから白

黒にし、色相彩度で色相に応じて明るさを整えます。その後周波数

分離から肌を軽くレタッチし、トーンカーブで陰影を作ります。最

後にハイパスやブラシ、テクスチャから顔のディテールを強調しま

1

OAスキル Power BI
【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

OAスキル PowerPoint

【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

17

OAスキル PowerPoint

【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

OAスキル PowerPoint

【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

OAスキル PowerPoint

【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

OAスキル PowerPoint
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

OAスキル Word

【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



OAスキル Word

【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

OAスキル Word
【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

OAスキル Word
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

OAスキル Word Word操作基礎 0:42:43 動画

本講座では、VBAによるWord操作の概要を学習します。VBAは

Excelだけでなく、Wordにおいても活用することができます。本講

座では特に、Wordファイルを開く方法、Wordファイルの印刷、

PDF化についてレクチャーしていきます。Wordを使った大量のデー

タ作成をVBAによって効率化していきましょう。

4

OAスキル Word Word操作実践 1:00:37 動画

本講座では、基礎編に引き続き、VBAによるWord操作の概要を学習

します。本講座では特に、繰り返し処理や置換処理、PDF化などの

処理を一連で行う操作ツールを作成していきます。本講座を終える

頃には、PDF資料の作成までを完了できる自動化ツールを作成する

ことができるようになります。

7

OAスキル インターネット
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

OAスキル 資料作成

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

エンジニア 開発技法

2021年改訂_システム開発

の標準手順とその応用を学

ぶ

1:00:00
スコー

ム

システム開発の基本からシステム開発手順とその考え方、「要求定

義」と「要件定義」、進捗管理や評価・改善の重要性など、システ

ム開発の標準手順とその応用について解説します。システムを計画

通りに開発する際に必要な考え方や手順を理解して、円滑に開発で

きるようになりましょう。

1

キャリアアップ 人材育成 褒め方叱り方 0:49:00 動画

部下育成やOJTの場面で、褒めているつもりが伝わっていない、ハ

ラスメントに繋がりそうで叱り方がわからない、という方は多いの

ではないでしょうか。本講座では、“褒める”“叱る”に抱きがちなイ

メージを変え、相手の成長を促す接し方を身につけます。上手な褒

め方・叱り方は、人を育てるために重要です。

12

業種別知識 製造・品質管理 生産管理の基本 0:29:57 動画

本講座では、生産管理（品質・在庫・工程・出荷・配送）の概要に

ついて学びます。また、３Sや５W３Hなど、生産性向上に役立つ知

識や、「かんばん方式」の手法について学びます。（・生産管理の

概要と目的　・生産性向上のための基礎知識　・かんばん方式に学

ぶ生産管理）

1



業種別知識 製造・品質管理 現場における品質管理 0:29:54 動画

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

不具合が生じた時の問題解決手法として「QCストーリー」や「QC

七つ道具の知識」について学びます。品質管理体制の変遷や、QCに

関する知識を身につけましょう。（・品質管理のあゆみ　・問題解

決のQCストーリー　・QC七つ道具の知識）

1

業種別知識 製造・品質管理 作業工程における進捗管理 0:29:59 動画

本講座では、製造・物流現場における工程全体の進捗管理や手法、

そして自らの進捗管理について学びます。進捗管理の目的は何かを

しっかり理解し、進捗管理の手法として、製造三角図、流動曲線

図、ガントチャートなどについて学びます。（・工程全体における

進捗管理　・進捗管理の手法　・自らの進捗管理）

1

業種別知識 製造・品質管理 業務改善の必要性 0:29:47 動画

本講座では、業務改善のけるキーワード「ムダ・ムラ・ムリ」」と

「業務の見える化」について学びます。またトヨタ生産方式の二本

柱「ジャスト・イン・タイム」「自働化」についても学びます。

（・業務改善の考え方　・目的の重要性と背景の深掘り　・現場に

おけるカイゼン）

1

業種別知識 製造・品質管理
現場での異常発見とその対

応
0:29:57 動画

本講座では、「異常」について正しく理解するために、正常と異常

の違いについて学びます。また、異常を発見したときの対応をス

テップごとに理解を深めます。現場において致命的なエラーの原因

となる異常を早期に発見できるようにしましょう。（・異常の発見　

・異常への対応　・ハインリッヒの法則）

1

食品衛生 HACCP HACCPのはなし 0:03:50 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはな

しシリーズです。本講座では特に、HACCPについて解説していきま

す。2021年6月からは「HACCP完全義務化」が全ての食品関連事業

者に求められます。今回は、そんな「HACCP（ハサップ）」をわか

りやすく簡単にご紹介します。

1

食品衛生 基礎知識
食品衛生のはなし -賞味期

限編-
0:03:23 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはな

しシリーズです。本講座では特に、食品の賞味期限について解説し

ていきます。賞味期限とは何を指すのか、どのように決めているの

か、など、知っているようで知らない賞味期限の知識について学ぶ

ことができます。

1

食品衛生 基礎知識
食品衛生のはなし -手洗い

編-
0:05:41 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはな

しシリーズです。本講座では特に、手洗いについて、基礎編、実践

編ごとのレッスンに分けて解説していきます。手洗いによる衛生管

理の徹底は、感染症や食中毒の予防にとても効果的です。忘れがち

な手洗いについて、今一度理解を深めましょう。

2

食品衛生 基礎知識 食中毒のはなし 0:03:15 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはな

しシリーズです。本講座では特に、食中毒の原因や対策について説

明していきます。食品に関わる企業はもちろん、社内での食中毒な

どといった危険に対する対策を学ぶことができます。食品衛生の基

本を身につけましょう。

1

食品衛生 基礎知識 ノロウイルスのはなし 0:04:29 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはな

しシリーズです。本講座では特に、ノロウイルスについての解説を

行います。食中毒を引き起こす原因として巷でよく耳にするノロウ

イルスですが、正しく対策を取れば、感染の拡大を防ぐことができ

ます。正しい知識を身に着け、安全衛生に努めましょう。

2

食品衛生 基礎知識 残留農薬のはなし 0:03:35 動画

本講座は、食品衛生の基本が分かる、ゆるく学べる食品衛生のはな

しシリーズです。本講座では特に、農薬の種類や残留農薬について

解説していきます。農薬やそれと同じ成分が使われているのは食品

だけでなく、身の回り日用品にも多くあります。身近な生活にも関

わる農薬の知識を正しく身につけましょう。

1



食品衛生 基礎知識 食品衛生のはなし 0:03:44 動画

本講座は、食品衛生のお仕事に関わる人向けに食品衛生の基本が分

かる、ゆるく学べる食品衛生のはなしシリーズです。本講座では、

講座の概要と食品工場で働く人の身だしなみについて解説していき

ます。衛生管理を徹底し業務に臨めるよう、しっかりと身だしなみ

の基本をおさえましょう。

2

食品衛生 基礎知識 健康管理編 0:03:37 動画

本講座は、食品衛生のお仕事に関わる人向けに食品衛生の基本が分

かる、ゆるく学べる食品衛生のはなしシリーズです。本講座では、

食中毒と毎日の健康管理の関係について解説していきます。食中毒

には、人が持つ微生物が原因となることがあります。健康管理につ

いて理解し、安全に食品を扱えるよう知識を身につけましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート

キャッシュ、クッキーの違

いを解説！セッションと

は？

0:04:40 動画

本講座では、インターネットツールを使用するにあたって基本とな

る、キャッシュとクッキーの違いについて解説していきます。どち

らもPC上の記憶領域となりますが、違いや役割などを理解している

のは少ないのではないでしょうか。PCやWebに関する基本的な知識

となりますので、しっかりと理解しましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート
ITパスポート／LANとWAN

の違い・役割を解説！
0:04:26 動画

本講座では、よく耳にするものの、あまり知られていないLAN・

WANの違いや役割を解説していきます。無線・有線LAN、WANの

具体例や無線WAN（具体例、引き方）について解説するだけでな

く、関連知識として、昨今一般的になってきた格安スマホや格安

SIMについてもご紹介します。

1

ビジネススキル ITパスポート
ルーターとハブの役割を説

明！
0:02:54 動画

インターネット回線を使用するにあたり、実は当たり前のように使

われているルーターやハブですが、いったいどのような役割を果た

すのか、知っている人はあまりいないのではないでしょうか。本講

座では、ルーターやハブ、インターネット回線の基本的な知識につ

いて解説していきます。

1

ビジネススキル ITパスポート
通信プロトコル_階層モデル

を使って説明
0:04:24 動画

本講座では、通信プロトコルについて説明します。通信プロトコル

が通信における「約束事」であることは分かっても、何を約束する

ために必要なのか、知っている人は少ないのではないでしょうか。

本講座では特に、プロトコルの階層モデルを使って、プロトコル種

別について解説します。

1

ビジネススキル ITパスポート
ITパスポート／プロバイ

ダーとブロードバンド
0:04:58 動画

本講座では、プロバイダーとブロードバンドについて、用語の解説

をメインとした知識を学習していきます。情報通信に関する知識と

して、プロバイダーとブロードバンドは、ビジネスシーンに限らず

日常生活に広く浸透しているものです。ネットワークの基本知識と

もいえるものですので、本講座にて学びましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート

【ITパスポート】受験メ

リット・取得方法／ITの国

家試験とは？

0:03:55 動画

本講座では、国家資格であるITパスポート試験や資格取得のメリッ

トについて解説していきます。ITパスポート試験の取り扱い分野、

取得方法をはじめ、各分野がどのように役立つのかを分かりやすく

紹介します。すでに資格取得を目指している方はもちろん、これか

ら取得したいと考えていた方はぜひご活用ください。

1

ビジネススキル ITパスポート

ITパスポート／ストラテジ

系・絶対おさえたいビジネ

ス基礎用語

0:04:21 動画

本講座では、ストラテジ系におけるビジネスについての基礎用語に

ついて解説していきます。ビジネスを発展させるには、ITは欠かせ

ません。そのためまずはビジネスの基礎をとなる用語、特に「営

業」「事業」「ビジネスモデル」についてわかりやすく解説してい

ます。改めてビジネスについての理解を深めていきましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート

ITパスポート／組織の成立

ち　職能別組織と事業部制

組織

0:05:03 動画

本講座では、企業における組織構成や人的資源管理について解説し

ていきます。組織構成は主に、職能別組織と事業部制組織に分けら

れますが、それぞれの組織構成には特徴があります。また、人的資

源管理の考え方と人材教育についても解説していますので、OJTな

どの教育方法、各特徴について改めて理解していきましょう。

1



ビジネススキル ITパスポート
ITパスポート／CSRとは？

利益以外の会社の役割
0:05:52 動画

本講座では、利益以外の企業の役割や取り組みについて解説してい

きます。CSRやダイバーシティ、SDGsなどの用語がたくさん出て

きますが、それぞれの背景となる考え方を理解しておくことは非常

に重要です。ほかにも、SRI、コンプライアンスについても解説し

ているので、企業の社会的役割についてしっかり学んでいきましょ

う。

1

ビジネススキル ITパスポート
ITパスポート／企業会計の

基礎知識
0:03:02 動画

本講座では、ITパスポート出題範囲となる企業会計の全体感につい

て解説していきます。企業会計は、管理会計と財務会計に分けらま

す。企業と株主・銀行・監査との関係性について図説しています。

企業会計の全体や各会計のキーワードを本講座で理解し、別の講座

で詳しく解説していきますので、併せてご活用ください。

1

ビジネススキル ITパスポート

損益分岐点”売上高”を求め

よう！／ITパスポート・基

本情報技術者試験

0:05:43 動画

本講座では、損益分岐点売上高の2つの解法について解説していき

ます。ITパスポート試験では、損益分岐点売上高を求める問題がよ

く出題されます。公式を用いて問題を解く方法と、数学的アプロー

チから解く方法を紹介しているので、ご自身の好みや解きやすさを

知り、着実に求められるようにしましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート
ITパスポート／損益分岐点”

分析”してみよう！
0:03:24 動画

本講座では、損益分岐点分析について解説していきます。損益分岐

点売上高は、変動費率、固定費などとともに経営状況や売り上げを

立てる際の分析に用います。損益分岐点売上高について改めて確認

したい方は「損益分岐点”売上高”を求めよう！」を併せてご活用く

ださい。

1

ビジネススキル ITパスポート

ITパスポート／損益計算書

(P/L)から読み解く「利益

率」求め方

0:03:07 動画

本講座では、ITパスポート取得に向けて、損益計算書(P/L)から読み

解く「利益率」を求める方法について解説していきます。損益計算

書(P/L)は社外向け財務会計書のひとつですが、株主や銀行とのや

り取りには必須のものとなります。本講座にて、損益計算書(P/L)

から利益率を求める方法を理解しましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート

ITパスポート／貸借対照表

(B/S)から読み解く「自己資

本比率」求め方

0:03:51 動画

本講座では、社外向け決算書となる財務会計のうち、「貸借対照表

（B/S）」の読み解き方と「自己資本比率」の求め方について解説

していきます。自己資本比率がわかると、その企業への期待度がわ

かります。まずは貸借対照表の構造を理解したうえで、店舗購入を

事例に自己資本比率を求めてみましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート
ITパスポート／キャッシュ

フロー計算書(C/F)
0:02:31 動画

本講座では、社外向け決算書となる財務会計のうち、キャッシュフ

ロー計算書（C/F）について解説していきます。キャッシュフロー

計算書とは、期初から決算までの、現金の流入・流出を計算したも

のです。会社の経営状況を客観的に把握するために、C/Fの基礎知

識や活用法を理解していきましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート

ITパスポート／ B/S、

P/L、CF【３つのお金の流

れを理解しよう！】

0:08:56 動画

本講座では、B/S、P/L、CFのお金の流れ・関わりを、①B/Sと

P/L、②B/SとCF、③P/LとCF、それぞれのお金の流れと相関関係

について解説します。この3つは総称して財務三表と呼ばれ、会社

の財務状況や経営状況・お金の流れを確認、把握するために非常に

重要なものとなります。3つの違いや関係性について理解を深めて

いきましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート

ITパスポート／知的財産権

（著作権・産業財産権＞特

許権・実用新案権・意匠

権・商標権）

0:03:52 動画

本講座では、知的財産権について解説していきます。ITパスポート

試験では、知的財産権についての問題が出題されます。著作権の対

象・非対象内容や、特許庁への申請が必要な産業財産権について詳

しく解説しています。各権利の種類や対象となるものについて整理

し、違いをおさえていくことが試験対策にも有効です。

1

ビジネススキル ITパスポート
ITパスポート／個人情報を

保護する法律
0:04:10 動画

本講座では、個人情報を保護する法律について解説していきます。

今回は主にインターネット上における個人情報保護に関わる法律に

ついて解説していきます。不正アクセス禁止法、不正指令電磁的記

録に関する罪（ウイルス作成罪）、プロバイダ責任制限法の概要を

つかみ、それぞれの違いについて理解を深めていきましょう。

1



ビジネススキル ITパスポート
ITパスポート／本人確認の

IT技術_認証アクセス管理
0:04:42 動画

本講座では、認証アクセス管理について解説していきます。ワンタ

イムパスワード、シングルサインオンなど、それぞれの認証方法や

メリット・デメリット、使用場面についてわかりやすく解説しま

す。試験では、2要素認証と2段階認証の違いについてもよく出題さ

れますので、区別できるようにしましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート

ITパスポート／情報セキュ

リティの要素_機密性,完全

性,可用性とは？

0:06:51 動画

本講座では、情報セキュリティの要素について解説していきます。

ビジネスにおいて、「情報が守られている状態」は、国際規格で定

められており、本講座ではその7要素について解説します。特に、

機密性・完全性・可用性については混同しやすいため、しっかりと

違いを理解し、セキュリティに関する知識を深めましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート
サイバー攻撃！ 技術的脅威

とマルウェア
0:06:08 動画

本講座では、情報セキュリティを脅かすセキュリティホールを狙っ

た技術的脅威について解説していきます。各サイバー攻撃の種類や

流れ、情報セキュリティの3要素のうち、脅かされる要素がどれに

該当するかを整理しながら覚えていきましょう。試験対策だけでな

く日常的にインターネットを使う際にも役立つ知識となります。

1

ビジネススキル ITパスポート
ITパスポート／ファイア

ウォール
0:02:26 動画

本講座では、ファイアウォールとは何か、またそのしくみや概念に

ついて解説していきます。ファイアウォールとは、Webサーバのセ

キュリティ対策をするPC機能のことです。ファイアウォールの機能

や設定について知っておくことは、リテラシーの向上と試験対策の

自信にもつながります。

1

ビジネススキル ITパスポート

ITパスポート／共通鍵と公

開鍵。暗号化技術は何のた

めにあるの？

0:02:58 動画

本講座では、暗号化技術である共通鍵と公開鍵について解説してい

きます。暗号化技術は身近な生活の中でも使われているため、どの

ような仕組みであるかを知っておくことは重要です。また本講座の

内容は、ITパスポート試験の中でも難解とされる内容ですので、

しっかり理解していきましょう。

1

ビジネススキル ITパスポート

ITパスポート／IPアドレス

とは？サーバーとクライア

ント

0:03:22 動画

本講座では、IPアドレスの知識をはじめ、サーバーとクライアント

の関係について解説していきます。PCを利用するほぼすべての企業

や個人は、サーバーを利用してインターネットを利用しています。

手元のPCでどのようにインターネットが利用できるようになってい

るかといった、サーバーに関する基礎知識を学びます。

1

ビジネススキル ITパスポート

ITパスポート／ドメイン

ルール／IPアドレス枯渇化

対策

0:03:56 動画

本講座では、ブラウザの知識をはじめとして、ドメインメールのし

くみや、IPアドレスの枯渇問題について解説していきます。現在、

どのような企業・個人においても、PCやインターネットを利用して

います。これらの知識は、PCやインターネットを利用する上で、基

礎教養と呼べる知識となります。

1

ビジネススキル PC・タブレットスキル
Googleアナリティクスの基

本的な使い方
1:18:41 動画

本講座では、Googleアナリティクスを導入しデータ計測を可能にす

るための設定方法を、Googleアナリティクスを初めて使う人でも分

かりやすいように、実際の画面で解説していきます。Googleアナリ

ティクスをうまく使うことができれば、自社の顧客の拡大や離れた

場所の顧客開拓などがぐっとやりやすくなります。

8

ビジネススキル PC・タブレットスキル
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

ビジネススキル PC・タブレットスキル
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



ビジネススキル PC・タブレットスキル
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

ビジネススキル PC・タブレットスキル
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

ビジネススキル PC・タブレットスキル
オンライン会議ツール

（Zoom）の基本活用
0:23:09 動画

本講座では、ZOOMを用いる際の、基本的な使用方法や必要な事前

準備等について学びます。参加者としての視点と、自らホストと

なって会議を開催する場合の2つの視点で、それぞれの基本操作や

注意点について学びます。

・事前準備

・オンライン会議ツールの参加方法

・オンライン会議の開催方法

1

ビジネススキル PDCA
業務改善におけるPDCAサ

イクル①
0:30:12 動画

本講座では、仕事の基本ともいえるPDCAサイクルについて、

PDCAの考え方からPDCAサイクルにおいて最も重要な「計画」に

ついて学びます。計画作成のコツや落とし穴について事例を元に考

えます。また、PDCAを回し続ける重要性を認識します。

・身近なPDCAサイクル

・計画作成のコツ

・計画作成の落とし穴

1

ビジネススキル PDCA
業務改善におけるPDCAサ

イクル②
0:28:48 動画

本講座では、仕事におけるPDCAサイクルの中でも、PDCAサイク

ルを回すための「実行」「評価」「改善」について学びます。計画

を実行する際は成果を見える化する、評価する際は問題を発見す

る、改善する際は課題に対処することなどについて解説していきま

す。

・実行のポイント

・評価のポイント

1

ビジネススキル PDCA 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

ビジネススキル PDCA 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

ビジネススキル コミュニケーション術

「さわやかな自己表現法～

仕事で活かすコミュニケー

ション～

0:25:11 動画

職場では対人関係を築いたり業務をする上で様々なコミュニケー

ションが必要になります。意見をうまく言えないことはストレスに

なりますが、言いたいことを一方的に伝えることも職場では不適切

です。この動画では自分の意見や気持ちを、相手のことも大切にし

つつ伝える自己表現法「アサーション」について学びます。

1

ビジネススキル コミュニケーション術
オンラインコミュニケー

ション入門編
0:59:49 動画

本講座では、オンライン会議ツールを用いたコミュニケーションを

効果的に行う方法について解説していきます。情報セキュリティを

はじめとしたオンライン会議実施環境についての注意点から、テレ

ワークのメンバーがいてもチームで活発なコミュニケーションを維

持するコツなどについて、わかりやすく解説しています。

11

ビジネススキル コミュニケーション術 会話の基本テクニック 0:26:52 動画

本講座では、会話のキャッチボールを意識し、クッション言葉・肯

定表現を活用することを学びます。また、否定表現を肯定表現に変

換する伝え方についても解説していきます。

・キャッチボールを意識する

・クッション言葉を使う

・肯定表現を使う

・その他の会話のテクニック

1



ビジネススキル コミュニケーション術

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

ビジネススキル コミュニケーション術 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

ビジネススキル コミュニケーション術
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

ビジネススキル コミュニケーション術

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

ビジネススキル コミュニケーション術
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

ビジネススキル コミュニケーション術

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

ビジネススキル コミュニケーション術

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

ビジネススキル コミュニケーション術

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

ビジネススキル コミュニケーション術 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

ビジネススキル コミュニケーション術 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



ビジネススキル コミュニケーション術
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

ビジネススキル コミュニケーション術 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

ビジネススキル コミュニケーション術 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

ビジネススキル コミュニケーション術
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

ビジネススキル コミュニケーション術
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

ビジネススキル コミュニケーション術 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

ビジネススキル コミュニケーション術
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

ビジネススキル コミュニケーション術
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

ビジネススキル コミュニケーション術

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

ビジネススキル コミュニケーション術
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



ビジネススキル コミュニケーション術
マスコミ視点の説明力向上

講座
1:18:18 動画

本講座では、マスコミ視点から考えた、説明力、プレゼンテーショ

ン能力の向上方法について解説していきます。外部に営業をかける

ときや、社内での企画立案、日常の業務の中で、考えや状況を正確

に短時間で伝える技術は必要です。説明力を向上させ、日常の業務

をより良いものにしていきましょう。

8

ビジネススキル コミュニケーション術
ビジネス・ボイス・トレー

ニング
0:46:20 動画

本講座では、どうやって声を使うか、といった、声に関わる部分に

焦点を当てて、コミュニケーションスキル向上を目指していきま

す。ビジネスでのコミュニケーションスキル向上というと、話す内

容やジェスチャーなどに目が行きがちですが、声の使い方を学び、

コミュニケーションスキルをより向上させましょう。

8

ビジネススキル コミュニケーション術 会議の進め方 0:22:08 動画

本講座では、生産性を高める会議の進め方について解説していきま

す。組織内における会議を効率よく進め、今まで以上に有意義な場

を作るためのスキルを身に着けることができます。会議時間の短縮

や、議論を盛り上げたい、円滑に合意形成を図りたいという方は是

非ご活用ください。

4

ビジネススキル コミュニケーション術
2021年改訂_コミュニケー

ションスキルを学ぶ
1:00:00

スコー

ム

会社でのコミュニケーションは相手の立場に応じてそれぞれポイン

トがあります。本コースでは上司・同僚・部下・グループ間・顧客

とそれぞれの関係に合わせたコミュニケーションのポイントを学び

ます。相手の立場に合わせて適切なコミュニケーションを取り、良

好な人間関係を構築しましょう。

1

ビジネススキル コミュニケーション術
2021年改訂_クレーム対応

で企業力UPを目指す
1:00:00

スコー

ム

クレームは対応を間違えると更なるクレームに発展してしまうこと

もあります。クレームを言うお客様、言わないお客様の気持ちとそ

こから聞こえてくる声の役割や重要性を学び、クレーム対応はサー

ビスの気持ちの表れであることを理解した上で、基本的な窓口対

応・電話対応のマナーを学習します。

1

ビジネススキル コミュニケーション術
コミュニケーション理論と

実践
0:25:23 動画

本講座では、コミュニケーションの本質について考え、情報をやり

取りするための手段について学びます。また、5W1Hを活用したコ

ミュニケーションの取り方を学びます。コミュニケーションスキル

はどのような業種でも必須のスキルです。

・コミュニケーション理論

・情報から見たコミュニケーション

・コミュニケーションの実践

1

ビジネススキル チームビルディング 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

ビジネススキル チームビルディング チームビルディング 0:29:59 動画

本講座では、チームが同じ方向を向いてまとまり、同じ目標に向

かって最大限のパフォーマンスを発揮するためのポイントを学びま

す。また、人間関係の善し悪しが、チームのパフォーマンスに影響

を与えることも理解します。

・チームビルディングとは

・理想のチームの要素

・チームビルディングのポイント

1

ビジネススキル ビジネスマナー
アニメで学ぶ“社会人の基本

マナー”
0:49:12 動画

社会に出ると、「社会人としての心構え、マナー、身だしなみ…」

そんな言葉を耳にしますが、そもそも何故、それらが必要なので

しょうか？本講座では、社会人としての基本の「き」から、身につ

けると役立つポイント、具体的な注意点まで、項目ごとに学習しま

しょう！

6

ビジネススキル ビジネスマナー 受付業務の基本 0:24:22 動画

本講座では、受付、ご案内の仕方を各シーンの画像を見ながら学び

ます。迷いやすい席次の知識、名刺交換、お茶出しについても一つ

一つ丁寧に解説しています。全てのビジネスパーソンに共通する基

本のマナーとなりますので、しっかりとマスターしていきましょ

う。

・受付と案内

・席次の知識

1



ビジネススキル ビジネスマナー
電話応対の心構えと応対の

基本①
0:23:35 動画

本講座では、電話応対の心構えや基本姿勢について理解を深め、

「正確・迅速・丁寧」な電話応対のポイントを学びます。また、電

話の受け方・かけ方についてもフローに沿って確認します。

・電話応対3つのポイント

・電話応対の基本姿勢

・電話の受け方とかけ方の基本

1

ビジネススキル ビジネスマナー
電話応対の心構えと応対の

基本②
0:21:55 動画

本講座では、「電話応対の心がまえと応対の基本①」に引き続き、

社名の名乗り方や具体的なポイントを学びます。電話の受け方な

ど、応対の流れに沿って具体的なフレーズで学ぶことができます。

社名の名乗りは企業の看板ともいえますので、しっかりとマスター

しましょう。

・名乗り方のポイント

・具体的な電話応対例

1

ビジネススキル ビジネスマナー 言葉遣い（敬語の使い方） 0:23:18 動画

本講座では、敬語の基本（尊敬語・謙譲語・丁寧語）を具体例を用

いながら理解を深めます。また、間違いやすい敬語やアルバイト言

葉等のよくある言葉遣いの誤りについても学びます。些細なことと

軽視せず、敬語をしっかりマスターしましょう。

・敬語の基本（尊敬語･謙譲語･丁寧語）

・敬語表現の間違い

・言葉遣いの誤り

1

ビジネススキル ビジネスマナー
接遇用語・ビジネス用語の

使い方
0:21:38 動画

本講座では、ビジネスにおける接遇用語やお客様に対する言葉遣い

を学びます。また、相手不快にさせない言葉遣いを電話応対の場面

に合わせて学びます。これらの対応の違いによって、相手からの印

象や信頼は大きく変わります。

・相手の名前･会社に対する言葉遣い

・自分･自社側に対する言葉遣い

・状況に応じた言葉遣い

1

ビジネススキル ビジネスマナー
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

ビジネススキル ビジネスマナー

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

ビジネススキル ビジネスマナー

（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

ビジネススキル ビジネスマナー

（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

ビジネススキル ビジネスマナー
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

ビジネススキル ビジネスマナー
社会人の行動のオキテ【仕

事編】
0:38:52 動画

業務を遂行する上で身に着けておくべき考え方があります。本コー

スでは、仕事には計画・実行・修正・再実行のプロセス（PDCAサ

イクル）があること、上司や先輩から指示を受ける際の注意点、報

告・連絡・相談の重要性を学びます。業務の進め方を身に着け、効

率よく仕事をできるようになりましょう。

3



ビジネススキル ビジネスマナー
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

ビジネススキル ビジネスマナー

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

ビジネススキル ビジネスマナー

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

ビジネススキル ビジネスマナー 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

ビジネススキル ビジネスマナー 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

ビジネススキル ビジネスマナー 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

ビジネススキル ビジネスマナー 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

ビジネススキル ビジネスマナー 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

ビジネススキル ビジネスマナー
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

ビジネススキル ビジネスマナー 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



ビジネススキル ビジネスマナー 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

ビジネススキル ビジネスマナー
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

ビジネススキル ビジネスマナー 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

ビジネススキル ビジネスマナー

【ビジネスのルールとマ

ナー】匿名アカウントで

SNSへ投稿、これってNG？

0:08:42 動画

SNSが企業でも使われることが一般的になってきた昨今、その使用

方法やモラルについて、世間からの厳しい見方が目立つようになっ

てきました。本講座では、自分の会社での出来事を匿名アカウント

でSNSに投稿するケースを例にとり、その危険性と、気を付けなけ

ればいけないポイントについて解説していきます。

1

ビジネススキル ビジネスマナー
2021年改訂_ビジネスマ

ナーを学ぶ
1:00:00

スコー

ム

敬語と言葉遣いの基本、名刺の扱い方や訪問・来客などの接客マ

ナー、報連相やPDCAなどの仕事の基本的な進め方、電話とEメール

のマナー、ビジネス文書のマナーなど必須のビジネスマナーについ

て、図表を活用しながら学びます。様々なビジネスシーンで適切な

対応ができるようになりましょう。

1

ビジネススキル ビジネスマナー
テレワーク時の働き方の基

本
0:27:00 動画

本講座では、テレワークで期待されていることを理解した後、テレ

ワークを行う際の心構えや適切な働き方について学びます。また、

Web会議に参加するときのルールや注意点についても学びます。

・テレワーク時の心構えと働く環境の準備

・テレワークにおける上司への報連相

・Web会議に参加する場合の注意点

1

ビジネススキル ビジネス教養 ビジネス文書の基本 1:02:59 動画

本コースでは、社会人なら知っておきたい、文書作成で最低限守る

べきポイントを学習します。文書だけでなくメールの書き方やマ

ナーも取り扱います。基本からやさしくレクチャーするから、ビギ

ナーでも安心のコースです。社会人に必要不可欠な文書作成力を身

に付けましょう。

10

ビジネススキル ビジネス教養 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

ビジネススキル ビジネス教養
A4・1枚 究極の企画書作成

講座
2:00:15 動画

ビジネスチャンスを逃さないためにも提案活動は単純、明確にかつ

素早く行うことが必要です。しかし、提案内容を相手に上手く伝え

るためには企画書の作り方が重要です。本コースでは、企画が苦手

な人でも提案に必要な要素をA4用紙1枚に簡潔に集約し、説得力の

ある企画書を作成するノウハウを伝授します。

12

ビジネススキル ビジネス教養
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



ビジネススキル ビジネス教養
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

ビジネススキル ビジネス教養 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

ビジネススキル ビジネス教養 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

ビジネススキル ビジネス教養
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

ビジネススキル ビジネス教養
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

ビジネススキル ビジネス教養
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

ビジネススキル ビジネス教養 ビジネス文書講座 0:19:13 動画

仕事をするうえで欠かすことのできないビジネス文書。新入・若手

社員の基礎作りとして役立つ内容です。ビジネス文書の書き方につ

いて、基礎を学び、使用頻度の高いメールと報告書の書き方につい

て詳しく解説をします。伝わりやすいビジネス文書の作成を目指し

ましょう。

3

ビジネススキル ビジネス教養 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

ビジネススキル ビジネス教養 クリエイティブシンキング 1:00:00 動画

クリエイティブシンキングとは、拡散思考や水平思考を用いて、枠

組みにとらわれず、直感や感性を大切にし、アイデアを生み出す自

由な発想なことを言います。昨今では、ロジカルシンキングといっ

た考え方も重要視されていますが、新しいアイデアを生み出すクリ

エイティブシンキングのスキルも重要です。

6

ビジネススキル ビジネス教養 ロジカル・シンキング 0:29:54 動画

ロジカルシンキングとは、物事を体系的に整理して筋道を立て、矛

盾なく考える思考法のこと。「論理的思考」と訳されます。これら

の能力を身に着けることによって、業務をより効率的に、ミスなく

進めることができるようになります。ロジカルシンキングについて

学び、業務改善に活かしましょう。

5



ビジネススキル ビジネス教養
ユニバーサルデザイン・ガ

イド
1:25:30 動画

本講座では、ユニバーサルデザインについての基礎知識を解説しま

す。ユニバーサルデザインとは、年齢や障がいの有無などにかかわ

らず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザイ

ンすることをいいます。商品開発やサービス企画に活かしましょ

う。

8

ビジネススキル ビジネス教養
【改訂版】ダイバーシティ

&インクルージョン講座
0:28:56 動画

本講座では、ダイバーシティ&インクルージョン推進の背景やメ

リット、多様な人材と働くためのポイント、そして自身が持ってい

る無意識の偏見「アンコンシャス・バイアス」について学びます。

最後にはワークを通して、みんなが働きやすい職場に大切なものを

考えます。

1

ビジネススキル ビジネス教養

【LGBTQ】私たちのチーム

の新メンバーはセクシュア

ル・マイノリティ

0:09:14 動画

本講座では、職場で起こる「LGBTQ」のケースと必要な心構え、対

応を、ドラマ仕立ての動画教材にて解説していきます。想定される

ケースは、LGBTQの新メンバーを迎えたとある営業部にて、「アウ

ティング」をめぐる裁判例をもとに、LGBTQへの差別を防止するた

めの必要知識を紹介していきます。

1

ビジネススキル ビジネス教養
2021年度改訂_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

ビジネススキル ビジネス教養 ロジカルライティング 0:29:48 動画

本講座では、わかりやすい文章に求められる3つの要素（文がわか

りやすい、文のつながりがわかりやすい、文章全体がわかりやすい

こと）を学び、様々なビジネス文書を作成するためのポイントを学

びます。伝わりやすい文章を作成する力は、社会人にとって重要で

す。

・ロジカルライティングとは

・3つの分かりやすさ

1

ビジネススキル ビジネス教養 ワークライフバランス 0:31:26 動画

本講座では、ワークライフバランスを実践する重要性を理解したう

えで、実践していくためのポイントについて事例を交えながら学び

ます。（・なぜ、ワークライフバランスが必要なのか　・ワークラ

イフバランスを実現するために　・今日から取り組むワークライフ

バランス（事例）　・ワークライフバランスを定着させるために）

6

ビジネススキル ビジネス教養 ダイバーシティ基礎編 0:34:24 動画

ダイバーシティの浸透を阻む職場の目に見えない「壁」について理

解したうえで、ダイバーシティ浸透のメリットや実践のポイントに

ついて事例を交えながら学びます。（・職場の見えない「壁」　・

ダイバーシティのメリット　・ダイバーシティの事例　・ひとりひ

とりがダイバーシティを実践するために）

6

ビジネススキル ファシリテーション 会議の進め方 0:32:28 動画

本講座では、会社での会議における、スムーズな進行方法について

解説していきます。会議の目的や望ましい会議について理解した

後、主催者・司会役・進行役、および参加メンバーとして上手に会

議を進めるコツや配慮などについて学びます。（・会議とは　・主

催者、司会者・進行役の役割　・より会議を充実させるために）

6

ビジネススキル ファシリテーション
課題解決ファシリテーショ

ン
0:34:27 動画

本講座では、ファシリテーションを実践することのメリットについ

て理解した後、実践のコツ（「事前準備」「意見の引き出し」「論

点整理」「合意形成」）について学びます。（・職場の課題を解決

するために　・ファシリテーションの実践的スキル　・事例研究　

・課題解決ファシリテーションスキルを高めるために）

6

ビジネススキル ファシリテーション
オンラインによる商談の進

め方
0:28:49 動画

本講座では、オンライン商談のメリットやデメリットをはじめ、取

引先とのオンライン商談に向けた事前準備の方法や商談を成立させ

るためのポイントについて学びます。（・オンライン商談のメリッ

ト・デメリット　・オンライン商談に向けた事前準備　・オンライ

ン商談を成立させるポイント　・目的は商談を成立させること）

6



ビジネススキル ファシリテーション 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

ビジネススキル ファシリテーション
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

ビジネススキル ファシリテーション

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

ビジネススキル ファシリテーション

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

ビジネススキル プレゼンテーション
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

ビジネススキル プレゼンテーション
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

ビジネススキル プレゼンテーション
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

ビジネススキル プレゼンテーション 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

ビジネススキル プレゼンテーション
フィジカルプレゼンテー

ション
0:03:00 動画

手の平を拳で叩く！！！プレゼンテーションはカタチから！　本講

座では、今日から使える「フィジカルプレゼンテーション」のポイ

ントをわかりやすく解説します。トークだけではなく、身振りや手

ぶりを使った表現をマスターし、よりわかりやすく相手に伝わるプ

レゼンテーションを目指しましょう。

1

ビジネススキル プレゼンテーション 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



ビジネススキル プレゼンテーション
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

ビジネススキル プレゼンテーション
2021年改訂_プレゼンテー

ション力養成講座
1:00:00

スコー

ム

よいプレゼンテーションとは、聴き手にとって魅力がある内容を、

わかりやすい表現で伝えられることです。本コースではよいプレゼ

ンテーションを行うための事前準備、話の組み立て方、良い印象を

与える演出、発声方法、プレゼンテーション資料づくりのポイン

ト、発表のテクニックを解説します。

1

ビジネススキル 課題解決力
仕事の課題解決のために

「情報収集と情報整理」
0:33:59 動画

本講座では、「情報」の定義や3つのレベルについて理解を深めた

うえで、情報の収集を行うときの考え方やポイントについて学習し

ます。また、毎日流れてくる膨大な情報の整理のコツについても解

説していきます。

・情報とは

・情報の収集

・情報整理のポイント

6

ビジネススキル 課題解決力 ラテラルシンキング 0:26:51 動画

本講座では、ラテラルシンキングとその他の思考方法の違いについ

て理解した後、仕事で実践するための手順やコツ、アイデアを生み

出すための発想法について学びます。（・常識にとらわれない自由

な発想　・ラテラルシンキングの実践　・ラテラルシンキングに役

立つ発想法　・発想を自由に、豊かに）

6

ビジネススキル 課題解決力
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

ビジネススキル 課題解決力
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

ビジネススキル 課題解決力
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

ビジネススキル 課題解決力 問題解決講座 0:06:46 動画

本講座では、問題解決における考えるべき５つのステップを軸に、

問題解決のためのフレーム設定や、現状分析、原因追求、解決策の

立案方法などをご紹介します。具体的な事例も交えながら問題解決

の思考法をわかりやすく学ぶことができます。

1

ビジネススキル 課題解決力
課題解決のためのクリティ

カルシンキング講座
0:22:55 動画

本講座では、ものごとに対して疑問をもって考え抜くための、クリ

ティカルシンキングについて学びます。クリティカルシンキング

（批判的思考）とは何かから、クリティカルに考えるための方法を

説明します。紹介する思考法を試してみるコーナーが講座内に取り

入れられていて、実践的に学ぶことができます。

1

ビジネススキル 課題解決力
課題解決のためのロジカル

シンキング講座
0:23:06 動画

本講座では、ものごとに対して疑問をもって考え抜くための、ロジ

カルシンキングについて学びます。ロジカルシンキング（論理的思

考）とは何かから、ロジカルに考えるための方法を説明します。紹

介する思考法を試してみるコーナーが講座内に取り入れられてい

て、実践的に学ぶことができます。

1



ビジネススキル 課題解決力
2021年改訂_問題解決力を

高める
1:00:00

スコー

ム

本コースでは「問題解決力とは」ということから、問題の本質の見

極め方や問題の重要度の判断方法、原因分析に必要な情報分析、問

題の構造分析方法、問題解決実行案の作成と実行、効果の評価方法

について解説します。問題解決のための正しい視点と手順を理解し

て、効率的に解決できるようになりましょう。

1

ビジネススキル 課題解決力
2021年改訂_誰でも身につ

く問題解決力
1:00:00

スコー

ム

仕事をしていくと様々な問題に直面し、その都度解決する必要があ

ります。本コースでは問題解決に必要なスキル、問題のタイプや捉

え方、問題の根本原因への迫り方、問題解決の優先順位の決め方、

解決策の作成方法、解決策の効果測定について解説します。問題解

決に必要なスキルを身に着けましょう。

1

ビジネススキル 業務改善 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

ビジネススキル 業務改善 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

ビジネススキル 業務効率化 Excelで学ぶ統計学 2:23:16 動画

この講座では、Excelを使いながら、難しい数式をできるだけ使わ

ずに統計学の基本である確率分布や仮説検定を学びます。ビジネス

で使う統計学であれば、中学生レベルの数学がわかっていれば理解

できます。統計学を学び、チャンスやリスクを定量化できれば、ビ

ジネスでの意思決定も変わってきます。

45

ビジネススキル 業務効率化 データ可視化入門 0:54:34 動画

「データ可視化」とは一言で言えば「グラフの作り方」です。せっ

かくグラフを作成しても、最後に人がそのグラフから重要なことを

読み取り、アクションにつながらなくては意味がありません。この

講座では、「グラフ」を「コミュニケーション」だと考え、「伝わ

りやすいグラフは何か？」をレクチャーしていきます。

12

ビジネススキル 業務効率化 業務改善 0:36:27 動画

様々な業務を限られた時間でこなしていくには、業務改善の視点が

必要不可欠です。本コースでは業務の問題をシンプルに考えるため

の図解分析、整理整頓から始める職場改善、時間短縮できる効率的

な仕事の実践方法について学びます。限られた時間を有効に使っ

て、成果を出せるようになりましょう。

3

ビジネススキル 業務効率化
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

ビジネススキル 業務効率化
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

ビジネススキル 業務効率化
2021年改訂_業務分析の手

法と業務の可視化とは？
1:00:00

スコー

ム

情報の活用、情報システムの活用による業務改革は避けて通れない

ものです。本コースでは業務分析の必要性や業務分析の位置付け、

ビジネスモデルの図式化、経営戦略から情報化戦略への展開、無

理・無駄・ムラの発見と改善方法などを解説します。業務改善に必

要な考え方を身に着けましょう。

1



ビジネススキル 業務効率化
2021年改訂_現場が活性化

する情報化の推進法とは？
1:00:00

スコー

ム

IT化の進展により、情報化で業務改善を図ることが日常化していま

すが、IT投資をユーザーが十分に使いこなさないと生産性の向上は

進みません。本コースでは改善手順や改善スケジュールの明確化、

現場への説明方法、システム導入後のケア、現場の要望の取捨選択

について解説します。

1

ビジネススキル 業務効率化
2021年改訂_成果主義のた

めの仕事の整理整頓法
1:00:00

スコー

ム

多くの企業で取り入れられている成果主義制度について、間違えた

成果主義制度運用による陥りやすい罠や正しい成果主義制度の運用

方法、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

ビジネススキル 交渉術 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

ビジネススキル 資料作成 相手に伝わる資料デザイン 0:56:59 動画

本コースでは、伝えたいことを的確に表現するための、資料作成テ

クニックを学びます。ダラダラ長文を書いても読んでもらえません

が、ロジカルなレイアウト法、適切なカラー選択、図解、グラフ表

現などを駆使すれば、資料の説得力・訴求力が高まっていきます。

さまざまな場面で役立つ資料作成力を身に付けましょう。

8

ビジネススキル 資料作成 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

ビジネススキル 資料作成 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

ビジネススキル 資料作成
2021年改訂_ビジネス文書

の書き方
1:00:00

スコー

ム

ビジネス文書の概説から、報告書や企画書、稟議書といった社内文

書の書き方、社外文書の書き方、図やグラフ、箇条書き等わかりや

すい・見やすい文書の作り方、電子メールの書き方、文書提出のタ

イミングを学びます。ビジネスパーソン必須のビジネス文書の書き

方を基礎からマスターしましょう。

1

ビジネススキル 時間術 時短仕事術 1:46:13 動画

本コースでは、自身の業務を見直しながら時短仕事術のコツを解説

します。 「やらない仕事の見つけ方」「効率的なメール処理」「行

き違いを無くすメモの取り方」等、日々の業務に活用できるもで構

成しており、初めての方でも抵抗なく理解することができ、今日か

らすぐに使える内容となっています。

14

ビジネススキル 時間術 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

ビジネススキル 報連相
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



プログラミング AI活用
ビジネスフィールドでのAI

活用スキル
2:20:18 動画

この講座では、データ分析で求められる思考プロセスや課題を明確

にするためのフレームワーク、そしてデータサイエンスの技術に関

する概要を学び、最後に事例をいくつか紹介します。ぜひ、ご自身

の業務でどのようにAIやデータサイエンスを活用するのが良いのか

を考えながら受講してください。

23

プログラミング AI活用 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

プログラミング AI活用
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

プログラミング C#
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

プログラミング C#

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

プログラミング C#
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

プログラミング C#

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

プログラミング C#
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

プログラミング C#

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

プログラミング C#
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



プログラミング C#
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

プログラミング C#
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

プログラミング C#
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

プログラミング C#
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

プログラミング C#
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

プログラミング C#
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

プログラミング C#
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

プログラミング C#
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

プログラミング C#
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

プログラミング C#
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



プログラミング C#
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

プログラミング C# Visual C# 入門 ①環境構築 1:00:00 スライド

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

言語を用いて、「.Net Framework」向けのプログラムを開発するた

めの開発環境のことです。このコースではVisual Studioのインス

トールと、簡単なプログラムの作成を行います。シリーズを通して

のコースとなりますので、続編も引き続きご活用ください。

2

プログラミング C#
Visual C# 入門 ②プログラ

ミングの基礎(デザイン編)
1:00:00 スライド

このコースではVisualStudioを用いて、C#のプロジェクトの作成方

法とデザインの基礎について学んでいきます。各レッスンの最後に

まとめとして課題を用意していますのでご活用ください。シリーズ

を通してのコースとなりますので、VisualStudioの導入方法につい

ては、前講座「Visual C# 入門 ①環境構築」をご参照ください。

1

プログラミング C#
Visual C# 入門 ③プログラ

ミングの基礎(イベント編)
0:20:00 スライド

このコースではVisualStudioを用いて、C#のイベントについて学ん

でいきます。各レッスンの最後にまとめとして課題を用意していま

すのでご活用ください。※VisualStudioの導入方法については、前

講座「Visual C# 入門 ①環境構築」をご参照ください。

1

プログラミング C#

Visual C# 入門 ④プログラ

ミングの基礎(コーディング

の基礎-1)

1:20:00 スライド

このコースではVisualStudioを用いて、C#のコーディングの基礎に

ついて学んでいきます。各レッスンの最後にまとめとして課題を用

意していますのでご活用ください。※VisualStudioの導入方法につ

いては、前講座「Visual C# 入門 ①環境構築」をご参照ください。

3

プログラミング C#

Visual C# 入門 ⑤ プログラ

ミングの基礎(コーディング

の基礎-2)

1:30:00 スライド

このコースではVisualStudioを用いて、C#のコーディングの基礎に

ついて学んでいきます。Visual C# 入門 ④プログラミングの基礎

(コーディングの基礎-1)の続きとなっていますので、まだ未受講の

方はそちらを先に受講することをお勧めします。各レッスンの最後

にまとめとして課題を用意していますのでご活用ください。

3

プログラミング C#

Visual C# 入門 ⑥プログラ

ミングの基礎（メソッド

編）

1:00:00 スライド

このコースではVisualStudioを用いて、C#のメソッドの作成方法に

ついて学んでいきます。各レッスンの最後にまとめとして課題を用

意していますのでご活用ください。※VisualStudioの導入方法につ

いては、前講座「Visual C# 入門 ①環境構築」をご参照ください。

2

プログラミング CSS
一緒に手を動かして学べる

CSS基礎講座①
1:01:35 動画

CSSとはWebページの「見栄え」を整える言語です。本講座では、

一緒に手を動かしてCSSのスキルを学んでいきます。本講座では特

に、「セレクタ」や、「color」などを使ってフォントカラーやバッ

ググラウンドカラー、文字の大きさを変更する方法をご紹介しま

す。

5

プログラミング CSS
一緒に手を動かして学べる

CSS基礎講座②
1:06:33 動画

CSSとはWebページの「見栄え」を整える言語です。本講座では、

一緒に手を動かしてCSSのスキルを学んでいきます。本講座では特

に、CSSにおけるボックスモデル、CSS擬似要素やその種類、

background-image等について解説し、Webサイトの見た目をデザ

インする方法を習得していきます。

5

プログラミング CSS
一緒に手を動かして学べる

CSS基礎講座③
0:59:40 動画

CSSとはWebページの「見栄え」を整える言語です。本講座では、

一緒に手を動かしてCSSのスキルを学んでいきます。本講座では特

に、opacity、border、display、position、CSS(calc)関数など、

Webサイト上の見た目を設定する詳細なプロパティについて解説し

ていきます。

5



プログラミング CSS
一緒に手を動かして学べる

CSS基礎講座④
1:29:52 動画

CSSとはWebページの「見栄え」を整える言語です。本講座では、

一緒に手を動かしてCSSのスキルを学んでいきます。本講座では特

に、box-shadow、float、アニメーション、レスポンシブデザイン

などの基本的な使い方などを解説し、Webサイトの見た目をデザイ

ンする方法を習得していきます。

5

プログラミング HTML
一緒に手を動かして学ぶ

HTML基礎講座①
0:30:23 動画

HTMLとは、Webページを作るための言語の一つです。この動画で

は、HTMLとはどんな言語なのかなどの基礎から、「h1タグ」「p

タグ」「imgタグ」、インデントや要素、headタグの記述方法を解

説します。動画にあわせて記述いただくだけでHTMLをマスターで

きます。

3

プログラミング HTML
一緒に手を動かして学ぶ

HTML基礎講座②
0:32:52 動画

HTMLの学習に頻出する「タグ」と「属性」という単語の意味や、

関係性について理解することは大切です。この動画では、表を作る

ときに使うtableタグ・リストを作るときのlistタグ、それぞれの記

述方法と文字実態参照について解説します。リストや表を使うこと

でより分かりやすいWebページが作成できます。

2

プログラミング HTML
一緒に手を動かして学ぶ

HTML基礎講座③
0:27:43 動画

本講座では、HTMLでリンクを設定する方法を解説していきます。

サイト内の別ページや外部サイト、あるいは同じページの別の箇所

へのリンク設置など、それぞれ画面を見ながらご説明します。リン

クの設置により、そのWebページの汎用性が高まり、ユーザーに

とっての有益性を上げることができます。

1

プログラミング HTML
一緒に手を動かして学ぶ

HTML基礎講座④
0:33:16 動画

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

sectionタグの効果的な仕様方法や、Googleマップを埋め込む方

法、videoタグを使用して動画を埋め込む方法を解説します。

YouTubeにアップされている動画の埋め込み方法も合わせて見てい

きましょう。

2

プログラミング HTML
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

プログラミング Java

誰でもわかる Java（Webア

プリ開発 Spring 

Framework）

7:22:12 動画

この講座では、Webアプリケーションに興味がある方やを作ってみ

たい方を対象にSpring FrameworkによるWebの利用方法、セッショ

ン管理、DAO、サービス、システム開発方法、セキュリティ対策な

どSpring FrameworkによるWebアプリケーションの開発手法につい

て学習します。

34

プログラミング Java 誰でもわかる Java基礎 2:20:52 動画

本講座では、これからプログラミングを学び始める人に向けて、

Javaの知識を基礎の基礎から解説していきます。Javaの概要から、

プログラムの記載方法、プログラム実行を手順を踏んで学ぶことが

できます。最終的には、名前を表示するという簡単なプログラムを

作成できます。

13

プログラミング Java
誰でもわかる Javaオブジェ

クト指向
5:30:25 動画

本講座では、Javaにおけるオブジェクト指向について解説していき

ます。オブジェクト指向とは、オブジェクト（物）を中心に考えた

開発技法のことで、本講座では特に、オブジェクト指向の概要から

クラスの定義、継承、インターフェース、パッケージ、APIなどに

関する知識をレクチャーします。

25

プログラミング Java 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



プログラミング Java 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

プログラミング Java
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

プログラミング Java
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

プログラミング Java Java超入門コース 1:21:07 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるGo言語について、

その成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。Go言

語の成り立ちや環境の構築方法、変数や条件分岐といった基本知識

を解説したうえで、章末には実践編にも挑戦してみましょう。一つ

の言語を学習することは他の言語学習にも繋がります。

15

プログラミング Python

Python入門編① Python か

ら飛び込むプログラミング

の世界<前編>

1:25:29 動画

本講座では、Pythonからプログラミングを始める初心者に向けて、

プログラミングの概要や言語の意味から、Pythonの特徴などを解説

していきます。また、前編のまとめでは、知識だけでなく、関数や

変数、リストなどを活用して、実際に検索システムの作成を行いま

すので、ぜひ挑戦してください。

22

プログラミング Python

Python入門編① Python か

ら飛び込むプログラミング

の世界<後編>

1:47:05 動画

本講座では、前編に引き続き、プログラミング初心者に向けて、

Pythonを活用したシステムの構築について解説していきます。本講

座では特に、条件分岐やループ、複合文、本格的な関数を活用し

て、注文システムの構築を目指しますので、プログラミング初心者

の方はぜひ挑戦してみてください。

14

プログラミング Python
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

プログラミング Python
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

プログラミング Python

Pythonの基本アルゴリズ

ム・制御構造（順次・反

復・分岐）・状態遷移表

0:14:50 動画

本講座では、Pythonの基本的な活用法について解説していきます。

特に、アルゴリズムとプログラミングについて、制御構造など用語

解説のレベルからご紹介しています。文部科学省の推奨する教員研

修用教材をもとに作成されていますので、これからPythonでプログ

ラミングを始める方は是非ご活用ください。

1

プログラミング Python

Python応用的プログラム

（リスト・乱数・関数・

WebAPI）

0:21:00 動画

本講座では、Pythonの応用的なプログラミングの活用について解説

していきます。その中でも特に、リスト、乱数、関数、WebAPIの

知識について、用語解説のレベルからご紹介していますので、

Pythonの基本を学んで次のステップを目指す方は是非ご活用くださ

い。

1



プログラミング Python
Python線形探索と二分探索

アルゴリズム
0:11:18 動画

本講座では、プログラミング言語であるPythonの知識の中でも、線

形探索、二分探索など、リストなどの中から必要なデータを探し出

す「探索」の方法や活用法について解説していきます。アルゴリズ

ムやリストといったPythonの基礎知識を身に着け、次のステップを

目指す方は是非ご活用ください。

1

プログラミング Python
Python二分探索Pythonプロ

グラム修正
0:06:16 動画

本講座では、線形探索、二分探索などから、さらに完成したプログ

ラムを試験、修正する方法について解説していきます。手法の解説

だけでなく、プログラムの失敗がどのような事態につながるか、プ

ログラミングを行う人間としての心がまえについても触れています

ので、これからプログラミングを始める方は是非ご活用ください。

1

プログラミング Python Python超入門コース 1:27:37 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるPythonについて、

その成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。

Pythonの成り立ちや環境構築の方法、変数や演算子といった基本知

識を解説したうえで、章末には実践編にも挑戦してみましょう。一

つの言語を学習することは他の言語学習にも繋がります。

15

プログラミング Python
はじめてのPython Webスク

レイピング【前編】
0:38:50 動画

本講座では、これからWebスクレイピングのスキルを身につけたい

方や興味のある方に向けて、HTMLやCSSの知識がなくてもWebス

クレイピングができるようになる基礎的な内容についてレクチャー

していきます。本講座は、Webスクレイピングとは何か、HTMLと

は何かという知識を身につけられるような内容となっています。

12

プログラミング Python
はじめてのPython Webスク

レイピング【後編】
0:58:14 動画

本講座では、全編に引き続き、Pythonを使ったWebスクレイピング

のやり方についてレクチャーしていきます。本講座では、CSSにつ

いての知識や演習、そして実際にWebスクレイピングのやり方につ

いて手を動かしながら学習します。ダウンロード資料を確認しなが

ら実際にWebスクレイピングを体験してみましょう。

15

プログラミング Sass Sass講座　導入編① 0:13:20 動画

本講座では、Sassをこれから導入する方、スキルを身に着けたい方

に向けて、その概要や導入方法について学習していきます。Sassと

は、CSSを拡張して扱いやすくしたスタイルシートのことですが、

本講座では特に、このようなSassやSCSSについての基礎知識をレ

クチャーしていきます。

3

プログラミング Sass Sass講座　導入編② 0:39:07 動画

本講座では、導入編①に引き続き、Sassを実際に使用していく方法

について解説していきます。本講座では特に、AtomやGulp、

Dream Weaverなどの基本的なツールのインストールや設定といっ

た環境構築の方法がメインとなります。Sassスキルを身に着けるに

あたって、基本的な環境構築の方法を身につけましょう。

7

プログラミング Sass Sass講座　基礎編① 0:13:06 動画

本講座では、Sassをこれから導入する方、スキルを身に着けたい方

に向けて、実践的な使用方法について解説していきます。本講座で

は特に、ネストといった入れ子構造や、セレクタについて解説して

いきます。※導入や設定につきましては、「Sass講座　導入編①・

②」を参照してください。

1

プログラミング Sass Sass講座　基礎編② 0:15:27 動画

本講座では、基礎編①に引き続き、Sassをこれから導入する方、ス

キルを身に着けたい方に向けて、実践的な使用方法について解説し

ていきます。本講座では基礎編①でも取り扱ったネストやセレクタ

についてのレクチャーの続きとなります。※導入や設定につきまし

ては、「Sass講座　導入編①・②」を参照してください。

1

プログラミング Sass Saas講座　基礎編③ 0:17:50 動画

本講座では、Sass講座基本編①・②に引き続き、Sassをこれから導

入する方、スキルを身に着けたい方に向けて、実践的な使用方法に

ついて解説していきます。本講座では特に、変数と演算の基本を学

んでいきます。変数の基本からスコープ、演算の基本までを解説し

ていきますので、実務に活かせるよう学んでいきましょう。

3



プログラミング Sass Saas講座　基礎編④ 0:15:28 動画

本講座では、Sass講座基本編①・②・③に引き続き、Sassの実践的

な使用方法について解説していきます。本講座では特に、ネストや

CSSといったファイルの分割やインポートについてレクチャーして

いきます。Sass講座基本編のまとめもついていますので、これまで

の基本編と合わせて学習してください。

4

プログラミング Sass Saas講座　応用編① 0:25:09 動画

本講座では、Sass講座基本編に引き続き、より応用的なSassのテク

ニックについて解説していきます。本講座では特に、ミックスイン

と継承について解説していきます。ミックスインとは、CSSのスタ

イルを定義しておいて、別の場所でそのスタイルを使い回せる機能

のことで、Sassでの作業を大幅に効率化することができます。

5

プログラミング Sass Saas講座　応用編② 0:15:15 動画

本講座では、Sass講座応用編①に引き続き、ミックスインと継承に

ついて解説していきます。本講座では特に、継承というテクニック

の基本から、複数継承と継承の連鎖、ミックスインとの違いや使い

分けについて解説していきます。ミックスインとの組み合わせを利

用して、作業を効率化していきましょう。

3

プログラミング Sass Sass講座　応用編③ 0:14:34 動画

本講座では、応用編①・②に引き続き、変数についてさらに詳し

く、変数の持つ「型」や、Sassの中で変数を扱う場合に便利なイン

ターポレーションという機能と使い方、変数の振る舞いをコント

ロールする、!defaultと!globalについて解説していきます。Sassに

おける変数の知識を身につけましょう。

3

プログラミング Sass Sass講座　応用編④ 0:12:17 動画

本講座では、応用編①～③に引き続き、条件分岐と繰り返し処理に

ついて解説していきます。本講座では特に、条件によって処理を分

岐させる@ifの構文や、繰り返しの処理を行う@for、@while、

@eachの構文についてレクチャーしていきます。Sassにおける条件

分岐や繰り返し処理について学んでいきましょう。

2

プログラミング Sass Sass講座　応用編⑤ 0:14:13 動画

本講座では、応用編①～④に引き続きSassにおける関数と関数の使

い方について解説しています。本講座では特に、Sassの組み込み関

数のうち、文字や数値を処理する関数、色を処理する関数、配列を

処理する関数についてレクチャーしていきます。Sassにおける関数

の知識を身につけましょう。

4

プログラミング Sass Sass講座　応用編⑥ 0:11:09 動画

本講座では、Sass講座応用編①～⑤に引き続き、Sassのスキルにつ

いてレクチャーしていきます。本講座では特に、Sassの組み込み関

数ではなく、独自に関数を定義する方法と作成した関数の使い方

や、Sassのデバッグ時に使える、@debug、@warn、@errorディレ

クティブについて解説しています。

2

プログラミング Sass Sass講座　応用編⑦ 0:15:25 動画

本講座では、Sass講座応用編①～⑥に引き続き、Sassのスキルにつ

いてレクチャーしていきます。本講座では特に、総合フレームワー

クや、Sassの機能を拡張するフレームワーク、ボタンや文字など特

定のパーツに特化したフレームワーク、Sassを採用したグリッドレ

イアウトなどを提供するフレームワークを紹介していきます。

4

プログラミング Sass Sass講座　実践編① 0:24:21 動画

本講座では、これまでのSass講座基礎①～④、応用①～⑦の集大成

として、Sassでの開発における実践的なスキルをレクチャーしてい

きます。本講座では特に、Sassを使ったサンプルのWebページを実

装、Sass Lintについての概要と使い方、Post CSSについて概要と

使い方、デバッグに必要な開発者ツールの使い方とソースマップに

ついて解説します。

4

プログラミング Sass Sass講座　実践編② 0:29:58 動画

本講座では、これまでのSass講座基礎①～④、応用①～⑦の集大成

として、Sassでの開発における実践的なスキルをレクチャーしてい

きます。本講座では特に、実際のWebページの開発で、ネスト、変

数と演算、関数、ミックスインと継承をどのように使うか解説して

いきます。

3



プログラミング Sass Sass講座　実践編③ 0:20:58 動画

本講座では、これまでのSass講座基礎①～④、応用①～⑦の集大成

として、Sassでの開発における実践的なスキルをレクチャーしてい

きます。特に、実際のWebページの開発での条件分岐や繰り返し処

理などの制御ディレクティブの使い方、レスポンシブ対応を行う方

法を解説します。また、最後の全体を通してのまとめもついていま

す。

3

プログラミング その他のプログラミング言語 Go超入門コース 1:39:55 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるGo言語について、

その成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。Go言

語の成り立ちや環境の構築方法、変数や条件分岐といった基本知識

を解説したうえで、章末には実践編にも挑戦してみましょう。一つ

の言語を学習することは他の言語学習にも繋がります。

16

プログラミング その他のプログラミング言語 JavaScript超入門コース 1:26:43 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるJava Scriptについ

て、その成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。

Java Scriptの成り立ちや環境の構築方法、変数や条件分岐といった

基本知識を解説したうえで、章末には実践編にも挑戦してみましょ

う。一つの言語を学習することは他の言語学習にも繋がります。

15

プログラミング その他のプログラミング言語 Kotlin超入門コース 1:34:37 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるKotlinについて、

その成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。

Kotlinの成り立ちや環境の構築方法、変数や条件分岐といった基本

知識を解説したうえで、章末には実践編にも挑戦してみましょう。

一つの言語を学習することは他の言語学習にも繋がります。

15

プログラミング その他のプログラミング言語
Matplotlib&Seaborn超入門

コース
2:21:20 動画

データ分析や学習結果、計算過程の推移をグラフにして視覚化する

ときによく使われているのが「Matplotlib」というグラフ描画ライ

ブラリです。本講座では、MatplotlibとSeabornについて、開発環

境の準備から、データ可視化のための基本テクニック、APIの使い

方まで解説しており、より美しいグラフ表現が学べます。

11

プログラミング その他のプログラミング言語 Pandas超入門コース 3:26:56 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるPandasについて、

その成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。

Pandasの成り立ちやJupyter Labの使い方、ファイルの読み書きや

データ集計といった基本知識を解説したうえで、章末には実践編に

も挑戦してみましょう。一つの言語を学習することは他の言語学習

にも繋がります。

14

プログラミング その他のプログラミング言語 PHP超入門コース 1:02:03 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるPHPについて、そ

の成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。PHPの

成り立ちや環境構築の方法、変数や演算子といった基本知識を解説

したうえで、章末には実践編にも挑戦してみましょう。一つの言語

を学習することは他の言語学習にも繋がります。

12

プログラミング その他のプログラミング言語 Ruby超入門コース 1:26:00 動画

本講座では、プログラミング言語のひとつであるRubyについて、そ

の成り立ちから実践方法までを入門的に解説していきます。Rubyの

成り立ちや環境構築の方法、変数や演算子といった基本知識を解説

したうえで、章末には実践編にも挑戦してみましょう。一つの言語

を学習することは他の言語学習にも繋がります。

15

プログラミング その他のプログラミング言語 SQL超入門コース 2:52:59 動画

SQLとはRDBMS（リレーショナルデータベース管理システム）の

ソフトウェアを操作・制御する国際標準のデータベース言語のこと

です。本講座では、SQLの基本知識や、SQLでできることなどを解

説していきます。プログラミング言語ではありませんが、データ

ベース言語として必須の言語となりますので、ぜひ学習してくださ

い。

24

プログラミング プログラミング入門
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



プログラミング プログラミング入門
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

プログラミング プログラミング入門
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

プログラミング プログラミング入門

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

ヘルスケア・

フィットネス
ストレッチ

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

ヘルスケア・

フィットネス
ストレッチ

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

ヘルスケア・

フィットネス
ストレッチ

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

ヘルスケア・

フィットネス
ストレッチ

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

ヘルスケア・

フィットネス
ストレッチ

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

ヘルスケア・

フィットネス
ヘルスケア

セルフケア研修「質の良い

睡眠の話」
0:19:29 動画

皆さんはご自身の睡眠に満足していますか？健康のためには睡眠が

大切な要素であることはいうまでもありませんが、仕事をする上で

も正しい睡眠の知識を持つことはとても重要です。この講座では、

睡眠のメカニズムや良い睡眠が取れない時の心身への影響をお伝え

し、質の良い睡眠を取るにはどうしたらよいかを学びます。

1

ヘルスケア・

フィットネス
ヘルスケア

健康診断の重要性　健康で

いきいきと働くために
0:07:49 動画

本講座では、健康診断の重要性について学習していきます。学生、

社会人を問わず、健康診断を受ける機会は誰にでもありますが、理

由を付けて受けなかったり、受けても結果について深く考えないこ

とも多いでしょう。健康診断は受診はもちろん、受診後の対応が重

要であるということを理解しましょう。

1



ヘルスケア・

フィットネス
ヘルスケア

がんを知っていますか　自

分と大切な人のために理解

を深めましょう

0:10:03 動画

本講座では、もはや一般的な病気として知られる「がん」につい

て、種類、罹患率や早期発見のための検診、予防法などを習得する

ことができます。日本人の5人に1人はがんで死亡するといわれてい

ますが、早期発見により死亡リスクを下げることができます。他人

事とは思わずに、がんに対する知識を身につけましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
ヘルスケア

吸わない人にも知ってほし

い　喫煙と健康
0:13:41 動画

本講座では、たばこが喫煙者に及ぼす害と受動喫煙の害を知り、禁

煙方法、周囲のサポートについて理解することができます。たばこ

は一般的な嗜好品として浸透している反面、その危険性や禁煙方法

などがあまり知られていないのではないでしょうか。たばこ、喫煙

について、今一度考えていきましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
ヘルスケア

働く誰もが理解しよう　女

性の健康
0:14:24 動画

本講座では、女性特有のホルモンバランスの乱れによる体調不良、

月経前症候群、更年期障害などについて理解することができます。

昨今では性別に関係なく、キャリアを積むことができるようになり

ました。しかし、男性にはない女性の体特有の不調や異常に対する

理解は浅いため、本講座にて、それらの理解を深めましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
ヘルスケア

働く人のための健康管理　

ベストなコンディションを

保ち生産性低下を防ぐ

0:11:09 動画

本講座では、働く人がベストなコンディションを保って生産性の低

下を防ぐための、食事、運動、睡眠、飲酒、VDTなどの健康管理に

ついて学んでいきます。健康が阻害されることは、ただ個人の不調

というだけでなく、生産性の低下など業務に障害をきたします。健

康管理について、今一度考えていきましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
ヘルスケア

管理職として知っておきた

いメンバーの健康管理　一

人ひとりが健康的に安心し

て働ける職場づくり

0:14:12 動画

本講座では、会社などでのメンバーの健康管理について、管理職が

担う役割や義務、管理する上でのポイントを解説していきます。働

いていく中で、無理を押してでも仕事を優先してしまうことは誰し

もあります。不調を感じたときに休みやすい雰囲気など、安心して

働ける職場づくりについて考えましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
ヘルスケア

睡眠の基礎知識　良質な睡

眠で健康的な毎日を
0:15:07 動画

本講座では、睡眠の基礎知識や睡眠障害の特徴、良い睡眠のための

生活習慣について学習していきます。睡眠不足が仕事や生活に及ぼ

す悪影響は計り知れず、極端な睡眠不足は重大な疾患や突然死など

といったリスクにもつながります。軽視されがちな睡眠について、

今一度考えていきましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
ヘルスケア

生活習慣病　正しく理解し

予防しよう
0:16:01 動画

本講座では、主な生活習慣病の症状と原因、生活習慣病を防ぐ上で

のポイントについて解説していきます。飲酒や喫煙、運動不足、睡

眠不足、ストレスなど、現代社会人は誰しもが生活習慣病のリスク

を抱えています。不健康な習慣を正し、健康で生産的な生活が送れ

るように心掛けましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

セルフケアの基本～いつも

と違う自分に気づく～
0:03:50 動画

本講座では、ストレスに対するセルフケアの基本として、どのよう

な観点でいつもと違う自分に気づくのか、どのような方法で気づく

のかといったことについて解説していきます。ストレス対策は自己

管理の基本となります。快適かつ安定した業務を行うためにも、自

信の不調に早いうちから気づけるようになりましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

セルフケアの基本～ストレ

ス要因の見かたを変えてみ

る～

0:04:30 動画

本講座では、ストレスに対するセルフケアの基本として、自分の認

知（考え方）の癖によってストレスが生じている可能性があること

を知り、その対処方法を理解する、ということについて学習してい

きます。外部の要因に変化を求めるだけではなく、自分自身の考え

方をかえることで、ストレス軽減や環境の改善に繋がります。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

セルフケアの基本～「報

告」「相談」のパワーを活

かす～

0:05:47 動画

本講座では、ストレスに対するセルフケアの基本として、ソーシャ

ルサポートやカウンセリングの有効性を理解する、ということにつ

いて解説していきます。一人で抱え込まず、誰かに話を聞いてもら

うだけでもストレスが軽減します。報告や相談の機会を利用して、

問題解決やストレス軽減を目指しましょう。

1



ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

フォロワーシップ～コミュ

ニケーションを変え、スト

レス要因を減らす～

0:05:23 動画

本講座では、フォロワーシップとアサーションスキルを発揮するこ

とで、変化の大きい環境下でも、上司や同僚の信頼関係を構築しな

がら柔軟に対応し、ストレスを軽減することについて解説していき

ます。円滑なコミュニケーションや協力関係は、ストレスの防止や

軽減に大きな効果をもたらします。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

リモートワークでメンタル

ヘルスを保つ習慣行動
0:06:31 動画

本講座では、健康的にリモートワークを継続するためのポイントを

ヘルス・ワーク・ライフの観点から解説していきます。自宅など、

自分しかいない場所・同じ環境で業務に当たることは、ストレスの

発生やモチベーションの低下につながります。リモートワーク下で

もパフォーマンスを発揮できるような習慣を身につけましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

リモートワークで悩みを抱

えたままにしない方法
0:09:51 動画

本講座では、リモートワークで生じやすい悩みを解消するためのス

トレス要因に応じた対処（コーピング）について理解することがで

きます。リモートワークでは、上司やチームメイトなどに悩みや問

題をすぐに相談できないことが多々あります。人間関係など、いく

つかのストレス要因に応じた対処法をご紹介していきます。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

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

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

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

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

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

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス 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

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス 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

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス 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

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

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



ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

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

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

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

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

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

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

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

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

2021年改訂_ポジティブシ

ンキングとは？(初級)
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、ポジティブシンキングの概要からABC理論、ゲシュ

タルト療法、自分の価値の見つけ方など、ポジティブシンキングに

必要な知識や考え方を解説します。ポジティブシンキングを身に着

けて感情の波をコントロールすることで、物事の捉え方を否定的か

ら肯定的なものに変えましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

2021年改訂_ポジティブシ

ンキングとは？（中級）
1:00:00

スコー

ム

「ポジティブシンキング（初級）」で学んだこと（物事を肯定的に

捉え、自分に自信を持つこと）をさらに進めたコミュニケーション

を学びます。アサーションや交流分析の理論（自他肯定の考え方）

など、自分と関係のある周囲の人の考え方を理解した上で自分の考

えをポジティブに表現することを身につけます。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

2021年改訂_ポジティブシ

ンキングとは？（上級）
1:00:00

スコー

ム

目標を達成できるポジティブな組織を確立するための経営者、管理

監督者、幹部職など上司とされる人を対象に、熱を伝え合うコミュ

ニケーション、ポジティブな姿勢に導く表現方法、部下のキャリア

の方向性の考え方、精神的に疲れている部下への対処法など、部下

とのコミュニケーション法を解説します。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

2021年改訂_ストレスマネ

ジメントとは？（初級）
1:00:00

スコー

ム

仕事をしていく上でストレスを生じるのは当然のことです。本コー

スではストレスとは何か、ストレスに強い人・弱い人の性格や特

徴、ストレス対処法、ストレスを軽減する良い目標の持ち方等を学

びます。ストレスにうまく対処するスキルを身に着け、仕事を長く

続けられるようになりましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

2021年改訂_ストレスマネ

ジメントとは？（中級）
1:00:00

スコー

ム

ストレスの感じ方は人によって異なります。性格によるストレスの

感じ方、ストレスの原因、ストレスを感じやすい人、性格ごとの傾

向、コーピングについて学び、ストレスマネジメントへの理解を深

めます。自分の性格によるストレスへの傾向を理解することで、適

切にストレスに対処しましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

2021年改訂_メンタルヘル

ス不調者発生時対処法を学

ぶ

1:00:00
スコー

ム

メンタルヘルス不調者が発生した場合のリスク、誤った対処法、専

門医との連携、法律上の諸問題、4つのケア（セルフケア、ライン

ケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によ

るケア）について学びます。メンタルヘルス不調者の予防と発生し

てしまったときの注意点を理解しましょう。

1



ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

2021年改訂_部下のストレ

ス対策を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

管理職は自身のストレスコントロールだけでなく、部下のストレス

にもいち早く気付いて対応する必要があります。本コースではスト

レスの概要から部下のストレスへの対処方法、性格とストレスの関

係、ストレスからうつ病への危険信号、部下がうつ病と診断された

ときの対応について解説します。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

2021年改訂_メンタルヘル

スのトラブル予防法とは？
1:00:00

スコー

ム

メンタルヘルスとは何かということから企業におけるメンタルヘル

スの意義、管理者の安全配慮義務、管理者がすべきこと、メンタル

的なダメージの早期発見について学びます。職場のメンタルヘルス

改善のため、管理者の立場ですべきことや必要なコミュニケーショ

ンスキルを学び、トラブルを予防しましょう。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス

改訂版_管理職のためのメン

タルヘルス研修
0:40:00 スライド

管理者は自身だけでなく、部下のメンタルヘルスにも気を配らなけ

ればなりません。管理職と一般社員との違いや、管理監督者に求め

られる3つの予防、部下を指導する上で気を付けるべきこと、部下

の不調への対処法を学びます。部下の不調にいち早く気づき、適切

に対処できるようになりましょう。※本講座は、「管理職のための

メンタルヘルス研修」の改訂版コースになります。

1

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス ストレスコーピング 0:31:58 動画

本講座では、ストレス発生のしくみを理解したうえで、仕事上のス

トレスから自分を守るための方法やストレスとの上手な向き合い方

について学びます。（・ストレスとは何か？　・ストレスコーピン

グとは何か？　・ストレスコーピングの実践のコツ　・ストレス

コーピングの実践に向けて）

6

ヘルスケア・

フィットネス
メンタルヘルス レジリエンス 0:34:42 動画

本講座では、変化の激しい社会を生き抜くためにレジリエンスの向

上が大切になることを理解した後、レジリエンスが高い人・組織の

特徴や高め方のコツについて学びます。（・変化の激しい社会を生

き抜く　・レジリエンスの発揮　・レジリエンスの高め方のコツ　

・高いレジリエンスを維持するために）

6

マネジメント・

リーダーシップ
コーチング・メンタリング 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

マネジメント・

リーダーシップ
コーチング・メンタリング

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

マネジメント・

リーダーシップ
コーチング・メンタリング

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

マネジメント・

リーダーシップ
コーチング・メンタリング 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

マネジメント・

リーダーシップ
コーチング・メンタリング

2021年改訂_事例で学ぶ

コーチング入門
1:00:00

スコー

ム

コーチングはマネージャーに求められるコミュニケーションスキル

です。コーチングの概要、話の聞き方、共感のスキル、質問のスキ

ル、信頼関係の構築方法、インフォーマルの活用、コーチングと

ティーチングについて学びます。コーチングスキルを身に着け、マ

ネージャーとしてレベルアップしましょう。

1



マネジメント・

リーダーシップ
コーチング・メンタリング フォロワーシップ 0:36:24 動画

本講座では、組織の目標達成のためになぜフォロワーシップが必要

になるかを理解した後、フォロワーシップのタイプや望ましい実践

方法について学びます。（・組織の目標達成のために　・さまざま

なフォロワー　・フォロワーシップの発揮　・注目されるフォロ

ワーシップ）

6

マネジメント・

リーダーシップ
チームビルディング 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

マネジメント・

リーダーシップ
チームビルディング

2021年度改訂_コミュニ

ケーション能力で高める組

織マネジメントを学ぶ

1:00:00
スコー

ム

組織マネジメントの概要から管理者の役割、管理者に求められる基

本スキル、コーチングのポイントなど、新任管理職でも組織をマネ

ジメントしていくポイント・沈滞化してしまった組織を再生してい

くためのノウハウを学習します。管理職としての基本スキルを短時

間で理解しましょう。

1

マネジメント・

リーダーシップ
ビジョンマネジメント 自社の理念・ミッション 0:24:14 動画

本講座では、企業の存在意義・理念（ミッション・ビジョン・バ

リュー等）について、他社事例を用いて解説していきます。また、

管理者の役割として理念を浸透させていくことの重要性についても

レクチャーしていますので、自分の企業の存在意義や理念につい

て、改めて考えてみましょう。（・企業の存在意義とは　・企業の

理念を考える　・管理者の役割）

1

マネジメント・

リーダーシップ
ビジョンマネジメント

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

マネジメント・

リーダーシップ
ビジョンマネジメント

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

マネジメント・

リーダーシップ
ビジョンマネジメント

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

マネジメント・

リーダーシップ
ビジョンマネジメント

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

マネジメント・

リーダーシップ
ビジョンマネジメント 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

マネジメント・

リーダーシップ
プロジェクトマネジメント

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



マネジメント・

リーダーシップ
プロジェクトマネジメント

2021年改訂_プロジェクト

マネジメントとは？
1:00:00

スコー

ム

管理職や中堅社員を対象に、プロジェクトマネジメントの概要から

統合マネジメント、タイムマネジメント、リスクマネジメントなど

複数の組織からなるプロジェクトのマネジメントスキルについて学

習します。また、マネジメントのノウハウのみではなく、必要な

ツールについても解説します。

1

マネジメント・

リーダーシップ
マネジメント

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

マネジメント・

リーダーシップ
マネジメント 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

マネジメント・

リーダーシップ
マネジメント 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

マネジメント・

リーダーシップ
マネジメント

2021年改訂_マネジメン

ト・プロセスとは？
1:00:00

スコー

ム

管理者になる上でマネジメントの理解は必須です。本コースでは、

マネジメント・プロセスとはということから、計画作成や組織運

営、メンバーを指揮する際や統制する際のポイントを解説します。

企業におけるマネジメント・プロセスの意義を正しく理解し、管理

者に必要な考え方やスキルを身に着けましょう。

1

マネジメント・

リーダーシップ
リーダーシップ

自律心を高める「シェア

ド・リーダーシップ」
0:33:08 動画

本講座では、シェアド・リーダーシップの定義や、4つの特徴につ

いて学習します。合わせて、シェアド・リーダーシップをチームや

組織に促進していくためのポイントについても解説していきます。

・シェアド・リーダーシップとは

・シェアド・リーダーシップの特徴

・シェアド・リーダーシップ促進のポイント

・自律心を高める

6

マネジメント・

リーダーシップ
リーダーシップ

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

マネジメント・

リーダーシップ
リーダーシップ 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

マネジメント・

リーダーシップ
リーダーシップ 管理職に必要な印象管理術 0:43:59 動画

理想のリーダーとなるとためには、周囲からどのような印象を持っ

てもらうかということが重要になってきます。本講座では、理想の

リーダー像のブランディングや、それによって発見した自分との

ギャップの埋め方（課題解決）などの基本的な部分から、マネジメ

ントスキルといった実用的な部分を解説しています。

6

マネジメント・

リーダーシップ
リーダーシップ

2021年改訂_リーダーシッ

プとは？（初級）
1:00:00

スコー

ム

リーダーにはリーダーシップが求められますが、リーダーシップに

ついて正しく理解していますか。本コースではリーダーシップにつ

いて、概要やその必要性、リーダーに求められる役割、リーダーに

求められる力、チームを成長させる力などを解説します。リーダー

シップを発揮して目標を達成しましょう。

1



マネジメント・

リーダーシップ
リーダーシップ

2021年改訂_リーダーシッ

プとは？（中級）
1:00:00

スコー

ム

リーダーシップに求められるもの、夢のあるビジョンを描く力や冷

静に情報を分析する力、組織を問題解決型に導く方法など、ビジネ

ス環境の変化や顧客ニーズの多様化の中で、既存の常識の枠に捉わ

れず直面する課題・問題を解決し、企業の変革を推進していくリー

ダーシップ像について詳細に解説します。

1

マネジメント・

リーダーシップ
リーダーシップ

2021年改訂_リーダーシッ

プのノウハウを知る
1:00:00

スコー

ム

リーダーシップの概要から、リーダーシップに求められるもの、ビ

ジョンや目標の示し方、目標の達成に向けた環境の整え方、双方向

コミュニケーションの確立法など、求められるリーダーシップを、

どのように発揮すればよいかについてのノウハウ集です。リーダー

シップを正しく発揮できるようになりましょう。

1

マネジメント・

リーダーシップ
リーダーシップ

2021年改訂_リーダーシッ

プの発揮法を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

リーダーに求められることや、チームのモチベーションを高める方

法、できるリーダーの会議運営、部下とのコミュニケーションな

ど、リーダーがメンバーを指導するためのノウハウを解説します。

できるリーダー・頼れるリーダーのテクニックを学び、あなたも

「できるリーダー」になりましょう。

1

マネジメント・

リーダーシップ
リーダーシップ

リーダーとしての心構えと

役割・スキル
0:28:00 動画

本講座では、リーダーの役割、チームのマネジメントとは何かを学

び、「ヒト」「モノ」「カネ」の管理の必要性を理解します。ま

た、PM理論を学び、リーダーシップを発揮する方法を学びます。

・リーダーに求められる役割

・チームをマネジメントする

・リーダーシップを発揮する

1

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

はじめて部下を持ったら

知って欲しい知識とスキル
1:59:31 動画

本講座では、リーダーとしてチームを牽引し、メンバーのモチベー

ションを高め、チーム活動を成功に導くためのスキル・知識の内容

とその具体的な実践方法を学びます。世界に認められたリーダー

シップやリーダーとしての活動に関する理論に基づき、その知識と

スキルを具体的、実践的に解説します。

13

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成 1on1ミーティングの進め方 0:30:20 動画

本講座では、1on1ミーティングのメリットや注目度が高まっている

背景について理解した後、ミーティング実施上のポイントや成功さ

せるコツ、部下を気づきに導くための方法について学びます。（・

1on1ミーティングとは？　・1on1ミーティングの実施　・1on1

ミーティング成功のコツ　・継続的な実施を心がける）

6

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

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

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

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

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

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

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

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



マネジメント・

リーダーシップ
人材育成 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

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

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

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

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

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成 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

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

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

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

2021年改訂_部下・後輩の

「叱り方＆育て方とは？」

（初級）

1:00:00
スコー

ム

新入社員など若手社員を部下に持つ場合、どのように接するべきか

考えることがあると思います。本コースでは若手社員と接する場合

の心構えや育成に必要なスキル、正しい叱り方・褒め方について解

説します。適切なタイミングで正しく叱る・褒めることで、若手社

員を育成しましょう。

1

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

2021年改訂_部下・後輩の

「叱り方＆育て方」とは？

(中級)

1:00:00
スコー

ム

若手社員の育成方法としての「ほめ方・𠮟り方」の効果をさらに高

めるために注意するべきポイントやスキルを解説します。若手社員

を導く上司はどうあるべきかということから、信頼関係の構築方

法、褒める・叱るの比率や順番などを学び、若手社員の能力をさら

に引き出せるようになりましょう。

1

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

2021年改訂_部下・後輩の

「叱り方＆育て方とは？」

（上級）

1:00:00
スコー

ム

「褒める・叱る」で育てるべき対象は誰かということから、ケース

ごとの叱り方、褒める・叱るで育てるときの悩みなど、「ほめ方・

𠮟り方」を実行していく過程で、ぶつかる問題や生じてくる疑問点

を、できる限り多く取り上げることにより、具体的な事例に即して

の解決法を学びましょう。

1

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

2021年改訂_メンバーの育

成方法を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

本講座では、仕事の様々な場面で遭遇するシチュエーションを通し

てメンバーの育成のための注意点、育成の実践方法等について学習

します。メンバーへの動機付けや仕事のフォローから個性の尊重や

チャレンジ精神の育み方、褒め方・叱り方など、メンバーを育成す

る上で欠かせないスキルを身に着けましょう。

1

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

2021年改訂_入門 部下の育

て方
1:00:00

スコー

ム

初めて部下をもつ方向けに、部下の育てる必要性や組織の中での管

理者の役割といった基本的なことから解説します。部下の能力を向

上させるためのコーチング理論を基本として、質問スキルや傾聴ス

キルなど、部下を育てるために必要なスキルを身に着け、部下の可

能性を引き出せるようになりましょう。

1



マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

2021年改訂_新入社員の教

育法
1:00:00

スコー

ム

新入社員に対して社会人としての意識改革を促すためにはどのよう

に教育訓練をすべきか。本コースでは基本的なマナー、接客能力、

報連相の徹底、身だしなみの注意の仕方など、新入社員に身に着け

させたい知識・スキルの教え方や、新入社員との良好なコミュニ

ケーションの取り方について解説します。

1

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

2021年度改訂_部下が育つ

上手なほめ方・叱り方と

は？

1:00:00
スコー

ム

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

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

2021年度改訂_部下のモチ

ベーションアップ術を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

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

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

2021年改訂_パート・アル

バイトの育成法を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

小売業をはじめパート・アルバイトがいなければ成り立たない会社

が増えています。本コースではパート・アルバイトの職業意識を知

り、パート・アルバイトの指導方法や正当な評価方法、能力に合っ

た処遇について解説します。パート・アルバイトの考え方を理解

し、適切に指導できるようになりましょう。

1

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成

2021年改訂_効果的な部下

の指導法を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

部下を持つ立場として欠かせないマネジメントの考え方や管理者に

必要な3つの能力、リーダーシップ、部下のタイプ別指導方法を解

説します。マネジメントの定義や管理者に必要なヒューマンスキ

ル、コミュニケーションスキル、部下の指導方法を理解し、部下に

効果的な指導ができるようになりましょう。

1

マネジメント・

リーダーシップ
人材育成 人材育成の手法 0:26:26 動画

本講座では、人材育成の考え方、OFF-JTとOJT、認めることの重要

性について解説していきます。行動変容に焦点を当てた人材育成に

ついて学び、上位概念・下位概念を理解し、相手に伝わりやすい指

導を目指します。

・上位概念と下位概念

・人材育成の考え方

・OFF-JTとOJT

1

英語・語学 TOEIC TOEIC（Part3対策） 0:13:46 動画

本講座では、TOEICの中でも特にPart3に出題されるリスニング問題

の解き方について、解き方のコツや注意するポイントについて解説

していきます。本講座では特に、三人の話者の会話の内容を読み解

く3スピーカーズ問題や、図表についてのスピーチを読み解く図表

問題のコツをご紹介します。

2

英語・語学 TOEIC TOEIC（Part4対策） 0:20:43 動画

本講座では、TOEICの中でも特に、Part4に出題されるリスニング問

題の解き方について、TOEICならではのコツや注意点について解説

していきます。Part4対策を行うにあたっての最も効率的な勉強法

やシャドーイングのやり方、初級者から上級者まで使える裏技的解

き方についてもご紹介します。

3

英語・語学 TOEIC TOEIC（Part5対策） 0:12:44 動画

本講座では、TOEICの中でもPart5に出題される問題の対策につい

て、コツや注意点を解説していきます。誤った英文を正しく直す問

題や初心者が引っ掛かりがちな句動詞問題の注意点、知っておくと

得をする即解答可能な問題パターンもご紹介しますので、高得点を

目指す方には効果的な講座です。

3

英語・語学 TOEIC TOEIC（Part7対策） 0:17:27 動画

本講座では、TOEICの中でも特に、Part7に出題されるリーディング

問題の対策について、TOEICならではのコツや注意点について解説

していきます。Part7の対策を行うにあたって、記事の読解問題

や、リーディングが解き終わらない原因と対策、苦手な人のための

勉強方法をご紹介していきます。

3



英語・語学 TOEIC

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

英語・語学 TOEIC
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

英語・語学 TOEIC
TOEIC PART5対策｜自動

詞・他動詞の区別
0:05:52 動画

本講座では、TOEICテストPart5、リーディングテストに頻出の問題

を、自動詞・他動詞の区別の方法に着目しながら図説していきま

す。TOEICのリーディングテストの前半では、主に文法に関わる問

題が出題されます。出題のポイントや基本的な文法を抑えて高得点

を目指しましょう。

1

英語・語学 TOEIC
TOEIC600点取るためのロー

ドマップ
0:18:15 動画

本講座では、TOEICを初めて受験して高得点を目指す方に向けて、

TOEIC初心者が600点を最短距離で取得するための勉強法を解説し

ていきます。目安の期間は二カ月ほどで、その間にどのような勉強

を行えばいいのか、ロードマップ式に解説していきますので、初め

てTOEICの受験を考えていて、勉強方法に悩む方は是非ご活用くだ

さい。

1

英語・語学 TOEIC 新・文法特急の使い方 0:07:23 動画

本講座では、TOEICテストPart5、リーディングテストにおける対策

問題集の王道、文法特急を用いた効果的な学習法を解説していきま

す。中でも特に、2021年3月に改訂された新・文法特急の使い方

や、旧版との違いについての知識を得ることができます。問題集の

特性を知り、英文法学習に活かしましょう。

1

英語・語学 TOEIC
精読・速読｜リーディング

の鍛え方
0:09:37 動画

本講座では、TOEIC600点取得に向けて、速読・精読を行うために

必要な勉強法を解説していきます。筆記とリスニングに分かれる

TOEICにおいて、多くの文章を素早く、正確に読み取る能力を会得

することは必要不可欠です。本講座にて、英語文章の精読・速読を

身に着けていきましょう。

1

英語・語学 TOEIC
TOEIC PART5対策｜代名詞

問題
0:04:24 動画

本講座では、TOEICテストpart5に頻出する代名詞問題について、そ

の傾向や特徴、確実に点数につなげるためのポイントなどを解説し

ていきます。本講座は特に、TOEIC700点台を目指す方にとっては

効果的なポイントを押さえていますので、高得点獲得のためにも、

ぜひご活用ください。

1

英語・語学 TOEIC
TOEIC PART5対策｜動詞問

題
0:07:06 動画

本講座では、TOEICテストpart5に頻出する語形問題の解き方のアプ

ローチ法について、実践形式で解説していきます。語形問題とは、

空欄に当てはまる動詞を選択する問題となりますが、動詞の変形や

活用に関する広い理解が必要となる厄介な問題です。高得点獲得の

ためにも、本講座を活用していきましょう。

1

英語・語学 TOEIC
TOEIC PART5対策｜副詞問

題
0:07:08 動画

本講座では、TOEICテストpart5の文法問題の解き方のアプローチ法

について、実践形式で解説していきます。文法問題の中でも、選択

肢に副詞が並んでいる問題についてピックアップし、アプローチ方

法をお伝えします。高得点獲得のためにも、本講座を活用していき

ましょう。

1

英語・語学 TOEIC
TOEIC part3,4｜リスニング

の効率的な解き方
0:05:42 動画

本講座では、TOEICテストのpart3・4、リスニングテストの解き方

について解説していきます。本講座ではこれらの分野を特に、先読

みパート、解答パートに分け、どこを意識するのか、どうやって時

進めていくのかについてレクチャーしていきますので、高得点を目

指す方は是非ご活用ください。

1



英語・語学 TOEIC
700点取るためのロードマッ

プ
0:10:10 動画

本講座では、TOEICテストにおいて、600点台をマークしている方

が700点を取るためのロードマップ、勉強法について解説していき

ます。これからTOEICテストの学習を始める方や、点数の伸び悩み

に直面した方、勉強方法がわからない方など、ぜひ本講座の方法を

使って高得点を目指しましょう。

1

英語・語学 TOEIC
TOEIC PART5対策｜接続詞

問題 600点突破レベル解説
0:03:46 動画

本講座では、TOEICテストPart5に頻出の接続詞問題を、分かりやす

く図説していきます。TOEICテストで600点以上の高得点を獲得す

るためには、文法問題を確実に説くことが重要です。本講座では特

に、Part5に頻出の接続詞問題を、構文分析を交えて解説していく

ことによって、正確かつスピーディな解法のコツをお伝えします。

1

英語・語学 TOEIC

TOEIC PART2｜正答率80%

を確保するために【傾向と

対策】

0:05:35 動画

本講座では、TOEIC part2の正答率を上げるためのポイントについ

て解説していきます。TOEICテストのpart2は、リスニング問題が出

題されますが、本講座ではその開放について特に、8つの型を紹介

して正答率80%を目指します。リスニング問題に不安のある方はも

ちろん、より高い点数を狙う方は是非ご活用ください。

1

英語・語学 TOEIC

TOEIC PART3,4｜選択肢を

速読する方法【即スコア

UP】

0:10:15 動画

本講座では、TOEICテストpart3，4に出題される会話問題、説明文

問題の選択肢を速読する方法について解説していきます。TOEICテ

ストの前半ではリスニング問題が出題されますが、特にPart3，4は

長文や選択肢の問題が出題されます。選択肢の先読みや速読の仕方

を学んで、高得点を目指しましょう。

1

英語・語学 TOEIC

【直前対策】絶対に正解し

たい6問をスピード解説【即

スコアUP】

0:05:52 動画

本講座では、TOEICテストにおける直前対策として、後半に出題さ

れる選択肢穴埋め問題の中でもすぐに点数アップにつなげられる6

問を例にとり、文法問題の解答法を解説していきます。TOEICテス

トで600点以上の高得点を狙う方は、テスト直前のスコアアップ対

策としてぜひご活用ください。

1

英語・語学 TOEIC
リスニング力を飛躍させる

シャドーイングのやり方
0:07:56 動画

本講座では、TOEICテスト前半に出題されるリスニング問題に対し

て、リスニング力を飛躍的に伸ばす「シャドーイング」のやり方に

ついて解説していきます。英語の音源の後について自分でも発音す

る、という学習法で、高い学習効果が期待できます。より高い得点

を目指すためには、正しい勉強法を学ぶことが重要です。

1

英語・語学 TOEIC
TOEIC PART5対策｜"分詞" 

700点突破レベル解説
0:07:19 動画

本講座では、TOEICテストにおいて700点以上獲得を目指す人に向

けて、Part5に出題される文法の選択肢問題の中から、分詞に着目

して問題対策を行います。現在分詞、過去分詞の解説から、実際の

問題の解答方法なども解説していきますので、TOEICで高得点を目

指す方は是非ご活用ください。

1

英語・語学 TOEIC

とりあえずTOEIC700は欲し

い人がやるべきたった一つ

のこと

0:08:04 動画

本講座では、TOEICテストで700点以上獲得を目指す人に向けて、

TOEICで700点を取りたい人がまずやるべきことについて解説して

いきます。TOEIC全体の流れを把握し、それぞれの問題にかけられ

る時間配分や、どの部分から回答を始めるかといった戦略、どのよ

うなテキストを使うのがよいかなどの対策法をお伝えします。

1

英語・語学 TOEIC
TOEIC PART5対策｜語形問

題
0:09:21 動画

本講座では、TOEIC part5に頻出の問題について解説していきま

す。今回は800点以上を狙う方向けに、やや難易度の高い穴埋め問

題をピックアップしての解説となります。正答となる選択肢がなぜ

正しいのかを理解すると、着実に点数を伸ばしていくことができま

す。自身の理解度を図る意味でもぜひご活用ください。

1

英語・語学 TOEIC
800点取るためのロードマッ

プ
0:07:32 動画

本講座では、TOEICテストにおいて700点台をマークしている方

が、800点を最短距離で取得するための勉強法、ロードマップにつ

いて解説していきます。モデルケースを用いて、スコアアップのポ

イントと具体的な勉強法を含めた戦略の立て方を解説していますの

で、ご自身のスコアアップ戦略に役立ててみてください。

1



英語・語学 TOEIC
TOEIC part7｜問題形式別攻

略法
0:10:34 動画

本講座では、TOEIC part7の正答率をあげるための問題形式別攻略

法について解説していきます。part7はリーディング長文読解問題

で、スコアアップの難易度が高いと言われています。本講座では、

3つの代表的な問題形式を取り上げ、各型式のアプローチ法につい

て理解を図ります。スコアアップを狙いたいという方はぜひご活用

ください。

1

英語・語学 TOEIC
TOEIC800点台で伸び悩む人

がやるべき事
0:09:37 動画

本講座では、TOEICテストにおいて800点台の方が、さらなるスコ

アアップを狙うための3つの勉強について解説していきます。基礎

的な語彙力を獲得したのちに、どのような勉強をすると効果がある

のか、実体験をもとに解説しています。800点以上を狙う方でなく

ても、ぜひスコアアップの参考にしてみてください。

1

英語・語学 TOEIC
TOEIC800点レベルの単語を

1撃で暗記出来る動画
0:10:04 動画

本講座では、TOEICテストにおいて最頻出かつ覚えにくい英単語の

覚え方について紹介していきます。特に10個の単語を取り上げ、ユ

ニークな覚え方を紹介していますので、確実に覚えることでこれま

で取りこぼしてしまっていたスコアを上げることにつながります。

最頻出単語を覚えてスコアアップを狙い方はぜひご活用ください。

1

英語・語学 TOEIC

上級者の域｜TOEIC800を超

えるためにやるべきたった

一つのこと

0:07:27 動画

本講座では、TOEICテストにおいて700点代をマークしている方

が、800点を超えるための方法について解説していきます。スコア

を落としてしまう要因は何か、そのための対策は何かを知ると、ス

コアアップのためにやるべきことが見えてきます。「800点取るた

めのロードマップ」と併せてぜひご活用ください。

1

英語・語学 ビジネス英会話 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

英語・語学 ビジネス英会話
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

英語・語学 ビジネス英会話
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

英語・語学 ビジネス英会話
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

英語・語学 ビジネス英会話 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

英語・語学 ビジネス英会話

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



英語・語学 ビジネス英会話
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

英語・語学 ビジネス英会話
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

英語・語学 ビジネス英会話

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

英語・語学 ビジネス英会話
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

英語・語学 ビジネス英会話
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

英語・語学 ビジネス英会話
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

英語・語学 ビジネス英会話
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

英語・語学 ビジネス英会話
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

英語・語学 ビジネス英会話
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

英語・語学 ビジネス英会話

改訂版_スキットで学ぶ会議

の英語 - Participating in 

Meetings -

0:57:38 動画

本講座では、外国人とのコミュニケーションを円滑にするために、

会議への参加者としての取るべき行動と、各場面における有用な英

語表現を体系的に学んでいきます。

6



英語・語学 ライティング 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

英語・語学 英文法 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

英語・語学 海外文化
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

英語・語学 海外文化
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

英語・語学 海外文化
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

英語・語学 海外文化 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

英語・語学 海外文化
2021年改訂_異文化コミュ

ニケーションとは？
1:00:00

スコー

ム

企業の海外進出や外国人社員の増加など、異文化コミュニケーショ

ンの必要性が高まっています。異文化コミュニケーション能力もビ

ジネスに必須の能力の一つとなっています。本コースでは異文化コ

ミュニケーションとはどのようなものか、海外の人から見た日本

人、宗教・文化、各文化圏の特徴などを解説します。

1

企画・マーケティ

ング
Webディレクション

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

企画・マーケティ

ング
Webディレクション

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

ビジネスとデザイン～イン

トロダクション～
0:26:56 動画

本講座では、現役のデザイナーである講師によって、Webデザイン

の基礎を解説していきます。本講座では特に、2020年代のビジネス

シーンにおけるデザインの位置づけや、デザインという言葉の意味

についてイントロダクション的にレクチャーしていきます。これか

らデザイナーになりたいという方におすすめです。

3



企画・マーケティ

ング
Webデザイン

ビジネスとデザイン～デザ

イン経営～
1:06:11 動画

本講座では、現役のデザイナーである講師によって、Webデザイン

の基礎を解説していきます。本講座では特に、経産省・特許庁から

発信された「デザイン経営」宣言について、生活・経済に大きく影

響を及ぼす力を秘めたこの政策や、それに伴って必要とされるデザ

インスキルについてレクチャーします。

4

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

ビジネスとデザイン～NFT 

メタバース～
1:16:15 動画

本講座では、クリエイターは避けては通れないテクノロジー、NFT

について、その破壊力や影響力の基本的な内容を超初心者に向けて

短い動画でポイントごとに解説していきます。メタバースや仮想現

実、仮想通貨といった内容にも触れ、バーチャルの中で行われるビ

ジネスについて学びましょう。

5

企画・マーケティ

ング
Webデザイン 初心者向け デザイン講座① 0:27:52 動画

本講座では、この数年で圧倒的に社会に存在感を増した「UXデザイ

ン」の考え方と実践方法、Webデザイナーになるために必要なスキ

ルを解説していきます。表現面でのデザインやデザイナーとしての

思考、コーディング・プログラミング知識など、デザイナーになる

ためには基本的な知識を学びましょう。

2

企画・マーケティ

ング
Webデザイン 初心者向け デザイン講座② 0:50:13 動画

本講座では、デザイン制作において見落としがちな基本原則を解説

していきます。デザイナーだけでなく、ビジネスパーソンにとって

も必須の知識となる、ユーザーインターフェースの基礎を学ぶこと

ができます。ビジュアルデザインの必須スキル、デザイン4原則、

整列について事例を交えて学習しましょう。

3

企画・マーケティ

ング
Webデザイン 初心者向け デザイン講座③ 0:58:10 動画

本講座では、配色のトレンドとその使い方を、実践を交えながらレ

クチャーしていきます。企画書やinstagramをはじめ、SNSの投稿

など、配色を扱うタイミングは全ての人に訪れます。特に軽視され

がちなスキルですが、正しい配色を行わないと本来伝えるべき内

容、解決したい課題がぶれてしまうことを学びましょう。

2

企画・マーケティ

ング
Webデザイン 初心者向け デザイン講座④ 0:16:41 動画

本講座では、デザイナーではなくとも活用できる、全ての人が理解

すべき、良い資料の作り方を解説していきます。文字のルールや簡

単な配色のルール、図の配置ルールなどを設けるだけでも、資料の

伝わりやすさやスタイリッシュさは増します。どの業種でも使える

資料の使い方を、デザインの視点でアプローチします。

2

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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



企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
Webデザイン

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

企画・マーケティ

ング
デジタルマーケティング

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



企画・マーケティ

ング
デジタルマーケティング 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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング
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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング
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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング
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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング
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



企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング
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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング
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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング
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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング
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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

2021年改訂_今日から使え

る経営分析の手法とは？
1:00:00

スコー

ム

経営分析は自社の状態を把握するだけでなく、融資・投資先を選定

する際にも有効な手段です。本コースでは「経営分析とは？」とい

うことから、安全性分析・収益性分析・成長性分析・効率性分析の

概要、分析する際の指標、経営分析の留意点などを解説します。情

報を有効活用して、企業の状態を正しく把握しましょう。

1

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

2021年改訂_経営戦略から

見た情報化戦略を知る
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、企業における経営戦略の位置付けや必要性、経営戦

略の構成、SWOT分析の概要、CSF（重要成功要因）、BSCの考え

方など、経営戦略の基本的な知識と、経営戦略から情報化戦略へ展

開するときの戦略の図式化、ビジネスモデルをビジネスのプロセス

に着目して図式化する手法を解説します。

1

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

2021年度改訂_成長ベクト

ルモデルの活用法を知る
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、戦略的思考や成長ベクトル、シナジーの概要、市場

浸透戦略や新製品開発戦略、新市場開拓戦略など、事例に即した

「成長ベクトルモデル」を学びます。経営戦略理論の1つ「成長ベ

クトルモデル」を理解することで「成長ベクトルモデル」を活用で

きるようになりましょう。

1

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

2021年度改訂_企業におけ

る収益性の捉え方と高め方
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、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

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

2021年改訂_SWOT分析の活

用法を知る
1:00:00

スコー

ム

SWOT分析は企業の長所と短所を分析するための手法です。本コー

スでは、「SWOT分析とは」ということから、外部環境分析、内部

環境分析、コア・コンピタンス、SWOT分析の使い方についてケー

ススタディを交えて解説します。企業の強み・弱みを把握して企業

の競争力を高めましょう。

1

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

2021年改訂_リーダーとし

ての利益思考の身につけ方
1:00:00

スコー

ム

リーダーになると企業の利益を意識した行動が求められます。本

コースでは、売上と利益の違い、利益・売上・費用の関係、利益の

計算方法、損益分岐点の概要と損益計算、CVP、費用の分類など、

利益を考える際に必要な知識・考え方を解説します。リーダーとし

て必要な利益思考を身に着けましょう。

1



企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

2021年改訂_管理者・リー

ダー必須の経営分析のイロ

ハを学ぶ

1:00:00
スコー

ム

管理者・リーダーになると企業の状態を正しく把握することが求め

られます。本コースでは管理者・リーダーになる方を対象に、経営

分析の代表的な4つの指標である収益性分析・生産性分析・成長性

分析・安全性分析について解説します。代表的な指標を理解して、

有用な情報を手に入れましょう。

1

企画・マーケティ

ング

マーケティング戦略・プランニ

ング

2021年改訂_「競争地位別

戦略」の活用法を知る
1:00:00

スコー

ム

経営戦略理論の１つである「競争優位の戦略」について、「競争地

位とは」ということから、競争地位別戦略の概念、リーダーの戦

略、チャレンジャーの戦略、フォロワーの戦略、ニッチャーの戦略

について、ケーススタディを交えて具体的に解説します。競争地位

別戦略の理解を深めましょう。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

ゼロから学ぶWebマーケ

ティング
0:52:17 動画

本講座では、Webマーケティングとはそもそもどういうものなの

か、実際の手順や必要な考え方はどういったものなのかを解説しま

す。Webマーケティングの全体像をはじめ、ペルソナの考え方やク

リエイティブの作り方、チャネルの選び方など、これからWebマー

ケティングを始めるために必須の知識となります。

5

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

動画でわかるWebマーケ

ティング用語集①
0:14:09 動画

本講座では、Webマーケティングに必出の用語をひとつずつ解説し

ていきます。Webマーケ用語集①では、ジオターゲティングやティ

ザー広告、オーバーレイ広告、バナー広告、VIMPについてご紹介

していきます。Webマーケティングにおける基礎知識ですので、ぜ

ひ身に着けていきましょう。

5

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

動画でわかるWebマーケ

ティング用語集②
0:18:29 動画

本講座では、Webマーケティングに必出の用語をひとつずつ解説し

ていきます。Webマーケ用語集②では、キュレーションやレコメン

ド、カバレッジ分析、キャンペーン、ポップアップ、サムネイルに

ついてご紹介していきます。Webマーケティングにおける基礎知識

ですので、ぜひ身に着けていきましょう。

6

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

動画でわかるWebマーケ

ティング用語集③
0:17:00 動画

本講座では、Webマーケティングに必出の用語をひとつずつ解説し

ていきます。Webマーケ用語集③では、サブスクリプションやグ

ロースハック、トラフィック、クッキー、API、httpsについてご紹

介していきます。Webマーケティングにおける基礎知識ですので、

ぜひ身に着けていきましょう。

6

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門 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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門 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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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



企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門 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



企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門 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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門 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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門 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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門 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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門 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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門 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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門 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



企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

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

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_製品企画の

キーポイントとは？
1:00:00

スコー

ム

製品企画のキーポイントとして、製品戦略と経営戦略の関係、製品

戦略と価格戦略、流通戦略とプロモーション戦略、製品仕様、価

格、製造・調達、設計管理と標準化・技術管理、品質管理について

解説します。関連する戦略や製品企画に欠かせない製品設計や設計

管理について理解を深めましょう。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_デリバティブ

入門（オプションとは）
1:00:00

スコー

ム

本コースではデリバティブの1種であるオプションについて、基本

用語や満期時点におけるオプションのペイオフ、満期時点までのオ

プションの損益、本質価値と時間価値、オプションの上限と下限、

オプション価格に影響する要因、無裁定原理とプット・コール・パ

リティなどについて解説します。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_B to B のマー

ケティングとは？
1:00:00

スコー

ム

BtoBのマーケティングについて、グローバル化の状況、商品の特性

（消費財・産業財）とマーケティングの方法、産業財の流通構造、

顧客企業の組織と意思決定プロセス、顧客の要望の理解、市場セグ

メンテーションの手法、新規開拓の必要性、他社競合品の調査、営

業体制の構築などを解説します。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_ケースで学ぶ

マーケティング入門
1:00:00

スコー

ム

現在の市場は成熟が進んでおり、ただ製品を売り出すのではなく、

優れた技術や知識を顧客のニーズに結びつけて事業を起こす能力が

求められるようになっています。マーケティング・コンセプトや市

場細分化、チャネル戦略など、マーケティングの知識をケーススタ

ディで学んで事業を成功に導きましょう。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_金融マーケッ

ト入門Ⅰ（ゲーム理論入

門）

1:00:00
スコー

ム

ゲーム理論は、金融・経済学への応用が盛んな重要な分析道具で

す。本コースでは基本構造（戦略型ゲーム、展開型ゲーム）を紹介

しつつ、ビジネスにつながる実践的な示唆を紹介します。ゲーム理

論全般の入門としても分かりやすい解説トレーニングになってい

て、ゲーム理論に興味ある方にもオススメです。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_金融マーケッ

ト入門Ⅱ（図解・デリバ

ティブ／信用リスク入門）

1:00:00
スコー

ム

本コースでは、まず前半にデリバティブとは何かを、後半は前半で

習得したペイオフ図やツリーを利用して、信用リスク（クレジッ

ト・デフォルト・スワッフOOS)の仕組みを解説します。ペイオフ

図の基本的な読み方と、基本ペイオフ図の合成や分解を通じて投資

戦略と信用リスクの基本を学習しましょう。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_ビジネスに活

かすマーケティング入門
1:00:00

スコー

ム

マーケティングの知識は専門部署だけでなく営業職など様々な職種

に求められるようになっています。本コースではビジネスに活かす

マーケティングの知識として、コトラーのマーケティング・コンセ

プト、マーケティング戦略、市場選択の考え方、製品差別化の方

法、顧客満足の追求等について解説します。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_バランス・ス

コアカード入門
1:00:00

スコー

ム

企業のビジョンと戦略の実現に向けて全社一丸となって挑戦するた

めの戦略思考の革新的なマネジメント・システムであるバランス・

スコアカードについて、その概要や基本的フレームワーク、財務の

視点、顧客の視点、社内ビジネス・プロセス、学習と成長の視点、

バランス・スコアカードの効果を解説します。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_入門・企業の

組織再編とM&A
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、企業買収の目的や企業の競争力を強化するための組

織再編の方法、合併、事業譲渡、株式交換・株式移転、敵対的買収

の手法、敵対的買収の予防策など、企業の組織再編とM&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



企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_マーケティン

グとは？（入門）
1:00:00

スコー

ム

これからマーケティングを学ぶ方向けに、マーケティングとはとい

うことから、マーケティングの基本要素4P、マーケティングの目

的・目標、マーケティングと営業の違い、顧客ターゲット、市場設

定、消費者の購買行動を知る、顧客ニーズとは、製品ライフサイク

ル、ブランド戦略について解説します。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_マーケティン

グとは？（初級）
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、マーケティング・コンセプトの変遷、外部環境と内

部環境、ファイブフォースモデル、ポーターの3つの戦略、ドメイ

ンの定義、アンゾフの成長ベクトル、競争地位別戦略、製品差別化

のマーケティング、ポジショニングマップ、市場細分化について解

説します。マーケティングの理解を深めましょう。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_マーケティン

グとは？（中級）
1:00:00

スコー

ム

4Pのうち価格決定について、価格決定方法の基本から需要重視型の

価格決定方式、心理的価格設定、需要の価格弾力性、上澄み吸収価

格と浸透価格、希望小売価格とオープン価格、ディスカウントとリ

ベートを解説します。流通について、流通の概要からチャネル、

チャネルの現代的変化について解説します。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_顧客満足度管

理とは（初級）
1:00:00

スコー

ム

顧客満足度管理の初級として、顧客満足（CS）の概要から顧客志

向、顧客満足の旧3原則（商品、サービス、店舗）と新3原則（ホス

ピタリティ、エンターテイメント、プリヴァレッジ）、顧客管理と

は、顧客データの活用について解説します。想定されるケースを交

えて、顧客満足度管理を学びましょう。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_顧客ニーズの

発掘と拡大方法を学ぶ（初

級）

1:00:00
スコー

ム

本コースでは顧客ニーズとは何かということから、顧客ニーズの調

査・ヒアリング方法、顧客ニーズの拡大対応、顧客ニーズの変化対

応について解説します。顧客ニーズを理解することの必要性を踏ま

えて、実際に顧客ニーズを調査し、様々な要因で変わる顧客ニーズ

に柔軟な対応ができるようになりましょう。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_顧客とのパー

トナーシップの考え方を学

ぶ（初級）

1:00:00
スコー

ム

顧客とのパートナーシップを考える上で、まず「お客様」と「顧

客」の違いを解説し、顧客情報を分析・活用するためのデータベー

ス・マーケティング、顧客情報の収集や分析、PDCAサイクルの運

用、個人情報の保護などを学びます。顧客情報を正しく収集・分

析・検証し、顧客への理解を深めましょう。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_ゲーム理論と

は？Ⅰ
1:00:00

スコー

ム

戦略思考の道具として使えるゲーム理論について、ゲーム理論とは

何かということから、ゲームの分類、ナッシュ均衡の概要とシミュ

レーション、囚人のジレンマの概要とシミュレーション、囚人のジ

レンマの回避について解説します。ゲーム理論を理解して相手との

駆け引きを優位に進めましょう。

1

企画・マーケティ

ング
マーケティング入門

2021年改訂_ゲーム理論と

は？Ⅱ
1:00:00

スコー

ム

本講座の「ゲーム理論Ⅱ」では、「ゲーム理論Ⅰ」で学習したこと

を応用し、ミニマックス戦略の概要とシミュレーション、有効な考

え方、部分ゲーム完全均衡の概要とシミュレーション、情報不完備

ゲームの概要とシミュレーションを解説します。ゲーム理論を理解

して相手との駆け引きを優位に進めましょう。

1

起業・複業・キャ

リア
キャリア

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

起業・複業・キャ

リア
キャリア

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



起業・複業・キャ

リア
キャリア

2021年改訂_女性のための

キャリアアップ（初級）
1:00:00

スコー

ム

キャリアの概要、女性の働き方の変遷、女性のキャリアパターン、

キャリア継続、キャリアデザインについて社会情勢を踏まえながら

ポイントを学びます。女性特有の問題に対し、どのようにキャリア

をデザインしていくかポイントを理解して、自分に合ったキャリア

をデザインしていきましょう。

1

起業・複業・キャ

リア
キャリア

2021年改訂_女性のための

キャリアアップ（中級）
1:00:00

スコー

ム

女性のキャリアアップには様々なルートがあります。社内における

キャリアアップを目指す場合に、仕事を任されるきっかけ作りや提

案を通す方法、会議での振舞い方、取引先の訪問など、場面毎のポ

イントを学びます。キャリアアップするためのポイントを理解し、

自身の望むキャリアを目指しましょう。

1

業種別知識 コールセンター
コミュニケーターの役割と

心構え
0:21:32 動画

コールセンターの業務や組織体系、目的について理解を深め、コ

ミュニケーターの役割、心構えを学びます。クライアント組織の代

表としてお客様とつながっている意識を持つ重要性を理解します。

・コールセンターを理解する

・クライアント・顧客の要求を知る

・コミュニケーターの心構え

1

業種別知識 コールセンター
コールセンターのマナーと

守るべきルール
0:23:55 動画

コールセンターでチームワークを発揮するために欠かせないマナー

のポイントや、コンプライアンスといった基本ルールを学びます。

・チームワークを発揮するために

・マナーとルールのちがい

・ビジネスマナーのポイント（あいさつ・身だしなみ）

・仕事の基本ルール（時間厳守・報連相の徹底・コンプライアン

ス）

1

業種別知識 コールセンター 電話でのクレームの対応① 0:26:34 動画

本講座では、コールセンターにおける電話でのクレーム対応につい

て解説していきます。クレームの種類等を理解したうえで、クレー

ムを未然に防ぐ電話応対の5つのポイント（名乗り、名前の呼びか

け、あいづち、クッション言葉、ありがとうの活用）を学びます。

・クレームの理解

・満足度を低下させないための5つのポイント

1

業種別知識 コールセンター 電話でのクレームの対応② 0:28:43 動画

「電話でのクレーム対応①」に引き続き、電話でのクレーム対応に

ついて学習します。本講座では特に、クレームのプロセスに沿っ

て、それぞれのプロセスで必要となるスキル（謝罪、傾聴、質問ス

キル等）について、具体的な文言についても触れながら学びます。

・クレーム応対のプロセス

・クレーム応対に必要な5つのスキル

1

業種別知識 コールセンター

電話によるセールス勧奨

（アプローチからクロージ

ング）

0:29:52 動画

本講座では、電話でのアウトバウンドによる営業のアプローチから

クロージングまでの流れと考え方を学びます。また、お客様に納得

していただくための会話のポイントについても解説しますので、顧

客獲得を目指して学習していきましょう。

・アウトバウンド・セールスの理解

・セールス勧奨のトークフロー

1

業種別知識 コールセンター

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



業種別知識 コールセンター 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

業種別知識 コールセンター
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

業種別知識 コールセンター
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

業種別知識 コールセンター
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

業種別知識 制度（製造）
現場スタッフの心構えと役

割・スキル
0:29:32 動画

「サプライチェーン」（計画、調達、製造、出荷、配送、販売）の

プロセスごとに、現場スタッフの役割を学びます。また、現場ス

タッフとして生産性を向上させる上で求められる一般的なスキルや

心構えについてご紹介いたします。（・現場スタッフの役割　・現

場スタッフに求められるスキル　・現場スタッフの心構え）

1

業種別知識 制度（製造） 職場における業務連携 0:29:13 動画

本講座では、製造・物流業務において、周囲と円滑に業務を行うた

めの人的ネットワーク構築の仕方や、業務連携の知識について学び

ます。より効率的かつ安全に製造・物流過程を運ぶために、業務連

携について考えましょう。（・業務連携の必要性と基本　・業務連

携のための知識とスキル　・人的ネットワーク構築の心構え）

1

業種別知識 制度（製造） 課題解決の視点 0:29:44 動画

本講座では、物流・製造業の職場での問題・課題の把握や整理、解

決に向けた計画立案の手法について学びます。どの業務にも問題や

課題はつきものですが、製造・物流業ならではの課題解決のステッ

プや、新QC七つ道具の知識を身につけましょう。（・課題解決のス

テップ　・新ＱＣ七つ道具の知識）

1

業種別知識 制度（製造） 安全衛生管理の推進 0:29:39 動画

本講座では、製造・物流の現場で起こりうる危険な事故を防ぐため

に、安全衛生管理の決まりや仕組み、労働災害を防ぐための心得な

どについて学びます。重大な事故を防ぐために、安全衛生管理につ

いて考えましょう。（・安全衛生のための決まりや仕組み　・労働

災害を防ぐための心得　・重大事故を基に考える安全衛生管理）

1



業種別知識 制度（製造）
現場リーダーの心構えと役

割・スキル
0:28:10 動画

本講座では、製造・物流業界において求められる現場リーダーの役

割・心構え、スキルについて学びます。また、時代と共に変遷して

いる「リーダーシップ」についても理解を深めます。現場をまとめ

上げるリーダーを目指しましょう。（・現場リーダーの役割　・現

場リーダーの心構え　・現場リーダーに求められるスキル）

1

業種別知識 ドライバー
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

業種別知識 ドライバー
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

業種別知識 ドライバー
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

業種別知識 ドライバー
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

業種別知識 ドライバー

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

業種別知識 ドライバー

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

業種別知識 販売
【接客スキル6.1】案内・誘

導の仕方
0:04:10 動画

本講座では、お客様を店舗へ案内する際のポイントについて解説し

ていきます。お客様からのお問い合わせ（お電話）に対し、ファー

ストコンタクトから終話に至るまで、大切なポイントがたくさんあ

ります。お客様がファンになるか離れるか、という要因にもなるの

で、改めて自身の応対について改善していきましょう。

1



業種別知識 販売
【接客スキル6.2】接客７大

用語
0:05:22 動画

本講座では、接客における7大用語について改めて解説していきま

す。言葉は、その言葉に合う表情と声のトーンがあってこそ、相手

の心に響きます。日頃お客様への接客時に使う言葉だからこそ、言

葉の意味と使う場面を改めて考え直しながらぜひ学んでみてくださ

い。

1

業種別知識 販売
【接客スキル6.3】効果的な

ロールプレイング
0:06:02 動画

本講座では、効果的なロールプレイングの方法について解説してい

きます。ロールプレイングは「役割を演じる」ことですが、よい

ロールプレイングをすればいいというわけではありません。悪いパ

ターンを演じることで、悪い理由とよいパターンの理解が深まりま

す。たくさんのバリエーションを用意したりしてみてください。

1

業種別知識 販売
【接客スキル6.4】売上増の

POP①
0:04:41 動画

本講座では、売上をアップさせるPOP作りのポイントについて解説

していきます。お客様と商品の出会いや購買へ繋げることがPOPの

役割です。そのため、どのようなお客様に使っていただきたいのか

を具体的にイメージしたPOP作りが重要となります。事例をもと

に、ぜひ考えてみてください。

1

業種別知識 販売
【接客スキル6.5】売上増の

POP②
0:03:21 動画

本講座では、売上をアップさせるPOP作りのポイントについて引き

続き解説していきます。POPには、商品の魅力を記載することが基

本となります。目に入る文字数には限りがあるため、ぱっと見たと

きに印象に残す工夫が必要です。4つのポイントを学び、ぜひ明日

からのPOP作りに活かしてみてください。

1

業種別知識 販売
【接客スキル5.7】使え

る！！販売トーク
0:03:56 動画

本講座では、店舗での販売接客を行う際に有効なマナーや接客術に

ついて学習していきます。本講座では特に、実際の接客対応で活用

可能な、気の利いた一言を6つ、例として取り上げ、売り上げを伸

ばすだけでなく、お客様に満足いただける接客のコツをレクチャー

していきます。

1

業種別知識 販売
【接客スキル5.8】季節に合

わせた提案トーク
0:02:53 動画

本講座では、店舗での販売接客を行う際に有効なマナーや接客術に

ついて学習していきます。本講座では特に、季節に合わせた提案

トーク術について解説していきます。お客さまとの会話を円滑にす

るだけでなく、シーズンごとに売りたい品物を購入いただきやすく

なりますので、接客対応として活用していきましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル5.9】定番の提

案トーク
0:02:57 動画

本講座では、店舗での販売接客を行う際に有効なマナーや接客術に

ついて学習していきます。本講座では特に、どんな時でも使える定

番の提案トークについて、解説していきます。ただ品物を勧めるだ

けではなく、おすすめするポイントを具体的にお伝えする上で外す

ことのない汎用的な内容を覚えておきましょう。

1

業種別知識 販売

【ビジネスマナー1.4】仕事

も人生も絶対成功！！～成

功する人の条件～

0:02:55 動画

本講座では、仕事や人生において、成功する人の条件とはどのよう

なものかについて、考え方やコミュニケーションの取り方の面から

学習していきます。相手に受け入れてもらう方法や、日ごろの物事

をネガティブに考えるかポジティブに考えるかで、人の行動は変わ

ります。成功する人の特徴を学習しましょう。

1



業種別知識 販売

【ビジネスマナー1.5】あな

たのその行動、間違ってな

い？～非言語コミュニケー

ション～

0:08:16 動画

本講座では、コミュニケーションにおける非言語コミュニケーショ

ンについて解説していきます。コミュニケーションにおいて、身振

り手振りや表情など、非言語での表現は軽視できるものではありま

せん。表情一つで相手に与える印象も変わりますので、いい行動、

NG行動などについて押さえていきましょう。

1

業種別知識 販売

【ビジネスマナー1.6】【第

一印象】印象力アップ！！

簡単に好印象を手に入れ

る！１と９の法則とは？？

プロの講師が伝授

0:02:26 動画

本講座では、人と接する際、見た目をはじめとする第一印象がどれ

ほど大切か、ということについて学習していきます。昨今では勤務

形態や企業の社風なども多様化しています。そんな中で、どのよう

な見た目であれば相手に良い印象を与えるのか、逆に悪い印象を与

える見た目とはどんなものかについて学習しましょう。

1

業種別知識 販売

【ビジネスマナー1.7】あな

たのファン急増！～人に好

かれるための条件から～

0:04:55 動画

本講座では、人に好かれるための6条件について学習していきま

す。実務能力的にどんなに優れていても、対人関係の構築スキルが

未熟なままでは、その力を発揮することはできません。人を動かす

ことのできるビジネスパーソンになるために、まずは人に好かれる

人を目指しましょう。

1

業種別知識 販売

【ビジネスマナー1.8】身だ

しなみは相手のためにする

もの～正しい身だしなみか

ら～

0:05:59 動画

本講座では、身だしなみについて解説していきます。昨今では、考

え方が多様化し、会社や業種によっても求められる身だしなみのマ

ナーや基準がこれまでとは異なってきています。そんな中でも、ど

のような領域でも共通する身だしなみのルールについて、清潔感や

実用性、TPOについて学んでいきます。

1

業種別知識 貿易

貿易実務検定C級①　入

門！貿易初心者の方が一番

初めに見る動画

0:19:08 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務

に携わる人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきま

す。本講座では特に、貿易取引と国内取引の相違点、貿易取引の仕

組み（信用状(L/C)決済）、貿易取引と関係機関、いろいろな貿易

取引について解説する入門編となっております。

1

業種別知識 貿易
貿易実務検定C級②　市場

調査と契約の成立
0:11:52 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務

に携わる人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきま

す。本講座では特に、市場調査と取引先の発見、取引工場、信用調

査、契約書の基礎知識などの、市場調査や契約成立に関するトピッ

クについてレクチャーします。

1

業種別知識 貿易
貿易実務検定C級③　信用

状(L/C)の基礎知識
0:17:25 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務

に携わる人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきま

す。本講座では特に、信用状の基礎知識、輸入信用状の実務、輸出

信用状の実務、信用状の変更と不一致といった、信用状（L/C）の

知識についてレクチャーしていきます。

1

業種別知識 貿易
貿易実務検定C級④　品質

条件/数量条件
0:06:34 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務

に携わる人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきま

す。本講座では特に、品質条件、数量条件といったトピックについ

てレクチャーしていきます。品質決定に関わる品質条件や、重量を

はじめとする数量条件について学びましょう。

1



業種別知識 貿易
貿易実務検定C級⑤　イン

コタームズの基礎知識
0:13:03 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務

に携わる人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきま

す。本講座では特に、インコタームズとは、インコタームズによる

貿易条件などのトピックについて解説し、インコタームズについて

の基礎知識を学ぶことができます。

1

業種別知識 貿易
貿易実務検定C級⑥　貿易

輸送
0:19:30 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務

に携わる人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきま

す。本講座では特に、輸送形態の種類、海洋輸送、航空輸送といっ

た、貿易輸送における輸送形態についての基礎知識を身に着けるこ

とができます。

1

業種別知識 貿易
貿易実務検定C級⑦　貨物

海上保険
0:13:32 動画

本講座では、貿易実務検定C級取得をめざす方をはじめ、貿易業務

に携わる人に向けて、貿易業についての基礎知識を解説していきま

す。本講座では特に、付保手続き、貨物海上保険の基本条件など、

貨物海上保険についての基礎知識を身に着けることができます。品

物の安全管理のために、貨物海上保険について学習しましょう。

1

業種別知識 貿易

貿易実務検定C級⑧　その

他の保険（PL保険・貿易保

険）

0:12:28 動画

本講座では、貨物海上保険に続き、貿易取引に関するその他の保険

（PL保険・貿易保険）について解説していきます。製造物責任

（PL）とはそもそもどういったことなのか、ということや日本の

PL法について理解し、国内PL保険や輸出PL保険の特徴、貿易保険

の特徴やしくみについての知識を身につけていきましょう。

1

業種別知識 貿易
貿易実務検定C級⑨　代金

決済
0:12:25 動画

本講座では、代金決済について解説していきます。海外との代金決

済方法の全体像をつかみ、それぞれの方法を詳しく見ていきます。

実務検定での出題頻度は他と比較して高くはないですが、実務に活

かすためにも「並為替と逆為替の違い」「一覧払手形と期限付手形

の違い」などについてしっかり理解を深めていきましょう。

1

業種別知識 貿易
貿易実務検定C級⑩　船積

みから輸出代金の回収まで
0:18:39 動画

本講座では、船積みから輸出代金の回収までの流れについて解説し

ていきます。貿易実務において、船積みから輸出代金の回収までの

一連の流れや全体感をつかむことは大切です。その中で必要な知識

となる為替予約や輸出貿易管理のしくみについても理解できるよう

図説していますので、図を見ながら全体感をつかみましょう。

1

業種別知識 貿易

貿易実務検定C級⑪　船積

通知の受領から貨物の引取

りまで

0:14:30 動画

本講座では、船積通知の受領から貨物の引取りまでの流れについて

解説していきます。輸入実務に携わる上で、輸入時に関わる保険や

法令、関税率などの知識は必須です。また、付帯税についてもどの

ような場合があるかをわかりやく解説していますので、実務や検定

に向けて理解を深めていきましょう。

1

業種別知識 営業

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



業種別知識 営業
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

業種別知識 営業
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

業種別知識 営業
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

業種別知識 営業
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

業種別知識 営業
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

業種別知識 営業 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

業種別知識 営業 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

業種別知識 営業
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



業種別知識 営業 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

業種別知識 営業

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

業種別知識 営業 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

業種別知識 営業
2021年改訂_教えて営業部

長！下請業者との取引
1:00:00

スコー

ム

モノの製造工程の複雑化やコスト削減の要請など、製造業において

アウトソーシングの需要は高まっています。本コースでは下請法と

その適用範囲、下請法の対象となる取引、発注書の注意点、受領拒

否、支払の遅延、減額・返品など、下請取引とそれを規制する法律

のポイントを解説します。

1

業種別知識 営業

2021年改訂_教えて、営業

部長！秘密保持契約書のポ

イント

1:00:00
スコー

ム

営業活動の中で頻繁に締結されている秘密保持契約について、正し

く理解していますか。本コースでは「秘密保持契約とは？」という

ことから、秘密保持契約の位置付け、秘密保持情報の定義、秘密保

持義務、目的外使用の禁止、契約期間、損害賠償といった、一般的

な内容から契約書のポイントまで解説します。

1

業種別知識 営業
2021年改訂版_教えて、営

業部長！ビジネス法の基礎
1:00:00

スコー

ム

日常の営業活動において問題に直面したとき、解決のための1つの

指針となるものが法律です。本コースでは営業活動の中で関連して

くる法律について、「なぜ法律が必要なのか」ということから、贈

賄罪、独占禁止法、資料作成と著作権法、営業秘密の管理、契約と

法律について解説します。

1

業種別知識 営業
2021年改訂_教えて、営業

部長！債権回収のポイント
1:00:00

スコー

ム

ビジネスを行っているときに必ず直面する債権回収について、「債

権回収とは？」といった基礎知識から、事前準備や債権の管理、債

権回収でどのようなことを行うのか等の実務上のポイントを学びま

す。債権回収とはどのようなものかイメージを掴み、相手方の諸事

情を見極めて対策をとれるようになりましょう。

1

業種別知識 営業
2021年改訂_営業担当者の

ための個人情報保護入門
1:00:00

スコー

ム

営業活動の中では多くの個人情報を取得し、取り扱います。本コー

スでは営業担当者として知っておきたい個人情報保護のための知識

として、利用目的の特定や変更、適正取得、安全管理、第三者への

提供、保有個人データの開示・訂正・利用停止・消去、苦情処理等

について解説します。

1



業種別知識 営業
2021年改訂_ビジネス法入

門
1:00:00

スコー

ム

ビジネスで必要な法知識について、コンプライアンスの概要や違反

したときのリスク、ビジネスと法の関わり、取引の主体、株式会社

の仕組み、契約に関すること、取引によらないで生じる法律関係、

企業活動に関する規制、経済活動に関連する犯罪、知的財産権、個

人情報保護、国際取引など一通り解説します。

1

業種別知識 営業
2021年改訂_営業担当者の

ための請負契約書作成術
1:00:00

スコー

ム

営業担当者にとって必須の知識である契約書について、契約の概要

から契約書作成の意義・必要性、契約の効力が否定されるケースな

どを学びます。契約の中でも請負契約について、請負契約の概要や

危険負担、瑕疵担保責任、完成物の所有権の帰属など、契約締結・

契約書作成の際の留意点を解説します。

1

業種別知識 営業
2021年改訂_営業担当者の

ための売買契約書作成術
1:00:00

スコー

ム

営業担当者にとって必須の知識である契約書について、契約の概要

から契約書作成の意義・必要性、契約の効力が否定されるケースな

どを学びます。契約の中でも売買契約について、目的物の滅失、債

権者主義、瑕疵担保責任、制限行為能力者に関する規定など、契約

締結・契約書作成の際の留意点を解説します。

1

業種別知識 営業

2021年改訂_営業担当者の

ための典型契約契約書の作

成術

1:00:00
スコー

ム

営業担当者にとって必須の知識である契約書について、売買契約の

締結や民法以外の法律との関係、契約条項への記載内容について学

びます。契約の中でも、消費貸借契約締結時の注意点、賃貸借契約

の制約、賃貸借契約における特約、請負契約について学びます。典

型契約と特約について理解しましょう。

1

業種別知識 営業

2021年改訂_営業担当者の

ための非典型契約契約書の

作成術

1:00:00
スコー

ム

営業担当者にとって必須の知識である契約書の中でも、非典型契約

について解説します。非典型契約とは何かということから、製作物

供給契約、継続的供給契約、販売店契約・代理店契約、リース契

約、フランチャイズ契約について学びます。様々な契約に対応でき

るようになりましょう。

1

業種別知識 営業

2021年改訂_いまさら聞け

ない！営業職のイロハと

は？

1:00:00
スコー

ム

営業職に必要な心得や新規顧客の開拓方法、新たな営業手法の検

討、見積りの提出、紹介のもらい方など、営業担当者として理解し

ておきたい心構えや手法について解説します。これから営業職を目

指す方だけでなく、すでに営業職として活躍している方も、改めて

営業職の基本スキルを押さえましょう。

1

業種別知識 営業
2021年改訂_交渉力を高め

る（初級）
1:00:00

スコー

ム

交渉とは勝ち負けではなく、自分にとっても相手にとっても利益が

ある納得した結論を導き出すことです。本コースでは、「交渉」そ

のものに対する理解を深め、提案の適切なタイミングや交渉を進め

る上でのポイントなどの交渉に必要な心得や、状況把握や交渉で何

を実現するのかなどの事前準備を学びます。

1

業種別知識 営業
2021年改訂_交渉力を高め

る（中級）
1:00:00

スコー

ム

営業に必要とされる交渉力、そして営業が持つべきパラタイムを明

確にします。そして初回訪問から契約締結に至る、それぞれの交渉

場面の中で、具体的に交渉力を向上させるための考え方とスキルの

身につけ方を理解していきます。営業の場面でより成果を上げられ

るようになりましょう。

1



業種別知識 下水処理
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

業種別知識 介護・リーダーシップ 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

業種別知識 介護・基礎知識 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

業種別知識 介護・基礎知識 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

業種別知識 介護・基礎知識
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

業種別知識 介護・基礎知識
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

業種別知識 介護・基礎知識 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

業種別知識 介護・基礎知識
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



業種別知識 介護・基礎知識 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

業種別知識 介護・基礎知識 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

業種別知識 介護・基礎知識 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

業種別知識 介護・基礎知識 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

業種別知識 介護・基礎知識 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

業種別知識 介護・基礎知識
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

業種別知識 介護・制度
2021年改訂_介護保険法の

基礎知識
1:00:00

スコー

ム

介護の必要な高齢者が住み慣れた場所で生活できる社会の仕組みを

作るため、平成12年に介護保険制度がスタートしました。本コース

では介護保険法の目的や要介護状態・要支援状態の定義、被保険者

の種類、要介護認定を受けるまでの流れ、保険給付、具体的なサー

ビスなどについて解説します。

1

業種別知識 介護技術 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



業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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



業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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



業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 排泄介助 0:15:21 動画

紙おむつ漏れの仕組みとおむつ交換のポイント、便秘解消体操、

ポータブルトイレの種類と選び方、狭いトイレでの介助、ポータブ

ルトイレ移乗、腰痛を予防する車いすからトイレへの移乗、介護事

業所での排泄ケアの取り組みを解説します。排泄介助の基本的な知

識を身に着けましょう。

19

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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



業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 介護技術 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

業種別知識 看護
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

業種別知識 金融 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

業種別知識 金融 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



業種別知識 建設
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

業種別知識 建設
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

業種別知識 建設 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

業種別知識 建設
2021年改訂_建設業界の動

向を理解する
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、元請の下請負契約金額や建設業の業種、建設業許可

を受けるための要件、経営事項審査、建設業の生産特性や営業形

態、環境に関する対応、営業・マーケティング面での対策を解説し

ます。建設業界が置かれている外部・内部環境や建設業の構造特

性、事業展望への理解を深めましょう。

1

業種別知識 建設
2021年改訂_建設業法と

は？
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、建設業法の目的や概要、建設業における発注者、元

請負人、下請負人の定義、建設工事の請負契約において守るべき

ルール、現場でのルールなどについて解説します。建設業界で働く

方にとっては必須の法令知識を理解し、建設業者として守るべき

ルールを習得しましょう。

1

業種別知識 制度（製造）
2021年改訂_製造業におけ

るコンプライアンス
1:00:00

スコー

ム

製造現場におけるコンプライアンスのとらえ方や、製造物責任法に

おける「製造物」・「欠陥」の定義、欠陥の判断基準、内部告発や

内部監査について解説します。製品に対する製造業者の責任や関連

法、不正を防止する仕組みについて正しく理解し、コンプライアン

スを意識して業務に取り組みましょう。

1

業種別知識 制度（製造）
2021年改訂_Essential 製造

物責任法
1:00:00

スコー

ム

担当者レベルの方を対象に製造物責任について、製造物責任法（PL

法）の概要、PL法における当事者、PL法の対象、PL法の責任な

ど、製造物に対する責任、当事者になってしまった場合など体系的

に解説します。製造物に対する責任を認識して、責任をもって業務

にあたりましょう。

1

業種別知識 制度（製造）
2021年改訂_Advanced 製造

物責任法
1:00:00

スコー

ム

本コースでは主に管理者レベルの方を対象に、製造物責任法の概要

や製造物責任対策の重要性、映像物責任法対策の実務、PL事故（訴

訟）への対応など製造物責任について体系的に学びます。製造物責

任法についてより具体的に学び、製造物責任対策に必要な視点や手

法を身に着けましょう。

1



業種別知識 制度（製造）
2021年度改訂_入門・食品

安全基本法
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、食品安全基本法について、その理念や食品安全基本

法における「食品」や「食品関連事業者」の定義、食品関連事業者

が負う責務など、網羅的に学習します。食品関連事業者としてして

はいけないこととしなければならないことを正しく理解し、安全な

食品を提供しましょう。

1

業種別知識 清掃・基礎知識
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

業種別知識 製造・ものづくり
アニメで学ぶ“5S活動～清

掃・清潔・躾編～”
1:23:45 動画

当たり前にできないといけない、しかし案外、実践することが難し

い「５S」活動。本講座ではポイントを絞って、清掃、躾について

どのように実践すればいいか、すぐに導入できる具体例を踏まえて

解説し ます。5Sの徹底により、職場の事故やトラブルの防止、環

境の改善に努めましょう。

8

業種別知識 製造・ものづくり

2022年改訂_現場における

基本ルールと安心安全な職

場環境づくり

0:42:23 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

業種別知識 製造・ものづくり
アニメで学ぶ“IE入門～IE手

法の概要編～”
0:52:56 動画

IE手法は、工場における改善・改革の土台になっている考え方・分

析手法です。現代の改善で活用されるツールや考え方は、IEで長年

積み上げられた知見がたくさん活用されています。本講座を通じ

て、IEの概論や全体像について理解し、その重要性について学習し

ましょう。

6

業種別知識 製造・ものづくり
アニメで学ぶ“IE入門～IE的

改善の進め方編～”
0:57:02 動画

IEを活用したカイゼンは、基本となるフローがあります。本講座で

は、IEカイゼンの基本フローと、各改善テーマに対するIE手法の適

用例について学びます。IEの成り立ちや基本を学び、より理解する

ために、「アニメで学ぶ“IE入門～IE手法の概要編～”」もあわせて

学習しましょう。

6

業種別知識 製造・ものづくり
アニメで学ぶ“カイゼン活

動”
1:03:38 動画

日本から生まれたカイゼンは、海外でもそのまま「KAIZEN」と表

現されるほどに、世界中で重要なキーワードになっています。 世界

で広がるカイゼン。本講座ではその狙いと考え方について学習を行

います。改善活動の基礎を身につけ、品質担保や安全衛生に努めま

しょう。

8

業種別知識 製造・ものづくり
アニメで学ぶ“5S活動～5S

の概要と整理整頓編～”
1:10:45 動画

生産性・品質・安全、これら全ての土台となるのは5Sです。5S活動

は単なる職場の美化活動だけではなく、仕組みづくりや人材育成ま

で含めた活動なのです。本講座では、5Sの定義や5Sを行う理由、整

理整頓のポイントについて学習していきます。5Sについての基礎を

身に着け、品質管理や安全管理に努めましょう。

7



業種別知識 製造・ものづくり
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

業種別知識 製造・ものづくり

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

業種別知識 製造・ものづくり

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

業種別知識 製造・ものづくり

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

業種別知識 製造・ものづくり

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

業種別知識 製造・ものづくり
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

業種別知識 製造・ものづくり
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

業種別知識 製造・ものづくり
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



業種別知識 製造・ものづくり
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

業種別知識 製造・ものづくり
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

業種別知識 製造・ものづくり

2021年度改訂_生産管理の

柱、生産計画と生産統制を

知る

1:00:00
スコー

ム

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

業種別知識 製造・品質管理
2022年改訂_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。※本講座は「実

務で活用！QC7つ道具の使い方」の改訂コースです。

8

業種別知識 製造・品質管理

2022年改訂_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。※本コースは「小集団活動（QCサークル

活動）とQCストーリー」の改訂コースです。

5

業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 製造・品質管理
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



業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 製造・品質管理 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

業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 製造・品質管理 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



業種別知識 製造・品質管理 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

業種別知識 製造・品質管理 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

業種別知識 製造・品質管理 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

業種別知識 製造・品質管理 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

業種別知識 製造・品質管理 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

業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 製造・品質管理
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



業種別知識 製造・品質管理 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

業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 製造・品質管理
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

業種別知識 販売 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

業種別知識 販売 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

業種別知識 販売 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

業種別知識 販売 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

業種別知識 販売 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



業種別知識 販売 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

業種別知識 販売
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

業種別知識 販売
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

業種別知識 販売
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

業種別知識 販売
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

業種別知識 販売

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

業種別知識 販売

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

業種別知識 販売

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



業種別知識 販売

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

業種別知識 販売

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

業種別知識 販売 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

業種別知識 販売 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

業種別知識 販売

【ビジネスマナー1.1】生き

る上で自分を助ける「常

識」とは！？～ビジネスマ

ナーの重要性～

0:01:19 動画

本講座では、顧客を引き付ける接客者になるための方法について、

基本的なポイントから解説していきます。今回は特に、返事、目

線、あいさつ、話の聞き方、質問の仕方など、初歩的である者の大

事なポイントについて、注意喚起を行います。ベテランであっても

忘れがちなことですので、気を付けていきましょう。

1

業種別知識 販売

【ビジネスマナー1.2】この

意識が欠けていたら社会人

失格！？～社会人に必要な

意識～

0:04:29 動画

本講座では、社会人に必要な7つの意識について、基本的なポイン

トを解説していきます。7つの意識とは、顧客、納期、協調・協

力、目標、改善、コスト、コンプライアンスです。新社会人はもと

より、ある程度の年次を重ねた社会人にとっても大切なことですの

で、学び直しにもご活用ください。

1

業種別知識 販売

【ビジネスマナー1.3】「こ

れだから若い奴は」とは言

わせない！～社会人のマ

ナーの常識～

0:03:03 動画

本講座では、人罪、人材、人財と呼ばれる3つの分類について、ど

のような人がそれにあたるのか、マナーや心構えの面から考えてい

きます。自分が3つのうちのどれにあたるのか、人財となるために

はどのようなことに気を付ければよいのか、今一度考えなおすため

にぜひご活用ください。

1

業種別知識 販売

【接客スキル1.4】迷ってい

る時の決め台詞～理想の接

客者の行動＜２＞～

0:04:36 動画

本講座では、理想の接客者とはどんなものか、そんな接客者になる

ためのポイントについて解説していきます。特に、迷っているとき

の決め台詞、アフターフォローの仕方、お客様の名前を覚えるこ

と、仕事へのモチベーション、商品への愛着といった、心構えやコ

ツといった部分に焦点を当てていきます。

1



業種別知識 販売

【接客スキル1.5】日本人が

望むサービス～６つのポイ

ント～

0:04:46 動画

本講座では、日本人が望むサービスとはどんなものか、6つの特徴

を上げながら解説していきます。日本人は特に、親切丁寧、要望へ

の対応、言葉遣いや礼儀、笑顔、商品知識、待たされないこと、と

いったことを接客者に期待します。本講座にて、どのようなサービ

スが求められているのか学びましょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル1.6】ファンに

させる７ステップ～認知・

興味・行動・比較・購買・

利用・愛情～

0:04:37 動画

本講座では、顧客をファンにさせるための7ステップについて解説

していきます。顧客をファンに指せる7ステップとは、認知、興

味、行動、比較、購買、利用、愛情の段階です。これらの要素を上

手に刺激して、顧客を、ただのお客さまではなくファンに変える方

法について学ぶことができます。

1

業種別知識 販売

【接客スキル1.7】歓迎して

いますよの愛サイン～目配

りが伝えるメッセージ～

0:02:31 動画

本講座では、接客業において、どのようなことに気を付ければよい

のかを解説していきます。特に今回は、アイコンタクトの重要性

と、アイコンタクトがどのような効果や意味を持っているのかを解

説していきます。アイコンタクトやアイサインは、相手への関心や

心配りを表します。効果的なアイコンタクトを身につけましょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル1.8】選ばれる

店と選ばれない店「いらっ

しゃいませ」の意味～空気

が変わる！活気が出る！～

0:05:26 動画

本講座では、店舗での接客における「いらっしゃいませ」の意味

と、言い方の注意点やどのような言い方が望ましいかを解説してい

きます。いらっしゃいませ、という言葉は、店舗での接客では当た

り前の挨拶ですが、言い方や気持ちの込め方には注意が必要です。

一言で相手の満足度を上げる「いらっしゃいませ」を身につけま

しょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル1.9】目の輝き

と口元のサイン～接客者の

「表情」が劇的アップ！～

0:04:42 動画

本講座では、接客者の表情について、目の輝きや口元の演出、心構

え、笑顔の重要性などを解説していきます。接客とは、人とかかわ

ることがメインとなり、言葉以外でのコミュニケーションも非常に

重要となってきます。本講座にて、事務的な対応などとは違う視点

で接客の質を上げていきましょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル1.10】お店の

活気をあげるコツ～従業員

のモチベーションも上が

る！～

0:04:19 動画

本講座では、接客での笑顔に重要性と、効果について学ぶことがで

きます。笑顔がもたらす7つの効果は、お客さまが安心する、お客

さまも笑顔になる、お店に活気が出る、商品がもっと魅力的に見え

る、他店の差別化が図れる、万引き防止が期待できる、自分も楽し

い気持ちになる、などです。魅力的な笑顔を身につけましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル2.1】お客様に

似せていく
0:03:06 動画

本講座では、基本的な接客スキルに加えて、一人ひとりのお客様に

合った接客者になるためのポイントについて解説していきます。一

般的にストレスを感じないのは自分と似ている人と言われているた

め、意図的に「お客様に似せていく」ことが必要となります。似た

ところを真似する、お客様のタイミングに合わせて接客するなどの

ポイントを学んでいきましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル2.2】されたら

嬉しいこと
0:04:41 動画

本講座では、お客様がされたら嬉しいことについて解説していきま

す。入店を歓迎する目線や笑顔はもちろん、お客様の様子をしっか

り観察し、タイミングよくお客様に合ったアプローチをしていくこ

とが大切です。来店～お見送りまで心を込めて対応することが

「買ってよかった」と思ってもらえる接客のポイントです。

1



業種別知識 販売
【接客スキル2.3】されたら

嫌なこと
0:05:22 動画

本講座では、されたら嫌だと思われる接客について事例をもとに解

説していきます。入退店時の声掛けや視線だけでなく、お客様を不

快にさせる行動は意外とたくさんあります。

よりよい接客のための努力は大切ですが、不快にさせる行動につい

て知っておくことも大切です。改めて接客マナーを見直し、お客様

視点を忘れずに接客していきましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル2.4】売れるス

タッフ
0:04:17 動画

本講座では、「売れるスタッフ」とはどのような人かということに

ついて解説していきます。商品知識・専門知識をつけるなどの努力

をする必要はありますが、今回は売れるスタッフに最も大切なこと

を考えていきます。自分の状況を見つめ直し、売れるスタッフへの

道を進んでいきましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル2.5】１番にな

る！！
0:04:41 動画

本講座では、販売接客に関するスキルのうち、いずれかの分野で一

番になる方法や、考え方についてご紹介していきます。販売接客の

業務において、売り上げや顧客数といった数字の部分はどうしても

無視できない指標となります。いずれかの分野でもトップを目指す

ことは、スキル自体の底上げに非常に役立ちます。

1

業種別知識 販売
【接客スキル2.6】売り上げ

が上がらない原因①
0:03:54 動画

本講座では、販売接客スキルの中でも特に、雑貨や洋服店などにお

いて、売り上げがあげられない原因について解説していきます。良

かれと思っても、入店直後の声掛けや売り込み、お客様への態度や

付きまといなど、客が遠のく対応をしてしまっていませんか？　本

講座にて、どのような接客が顧客を遠ざけるのか学びましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル2.7】売り上げ

が上がらない原因②
0:05:02 動画

本講座では、販売接客スキルの中でも特に、飲食店で客足を遠ざけ

る態度や注意点について、解説していきます。お客様の入店時の態

度や、いらっしゃいませ、といった声かけの態度、子どもへの対応

やお客様の前での態度など、売り上げを上げる以前に、客足を遠ざ

けない接客の仕方の基礎とコツを学びましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル2.8】お客様を

引きよせる人
0:03:29 動画

本講座では、どのような人がお客様を引き寄せるのかということに

ついて解説していきます。人や自分の働くお店、商品が好きという

という想いや、目の前のお客様を知りたいという気持ちは、相手

（お客様）に伝わります。そういう人からお客様は商品を買いたい

と思うものです。「好き」になることから始めてみましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル2.9】価値のあ

る情報
0:05:06 動画

本講座では、お客様にとって価値のある情報は何かを解説していき

ます。

大きくは、①知りたい情報、②興味を持っていただける情報、③リ

アルな感想の3つですが、どのような内容なのかを具体的に考えて

いきます。お客様の心をつかむためにも、価値ある情報を発信して

いきましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル2.10】接客の

第一歩は観察.
0:03:21 動画

本講座では、接客の第一歩となる「観察」のポイントについて解説

していきます。初見のお客様と信頼関係を築くことは難しそうと思

われますが、大切なことはお客様に与える販売員の第一印象です。

買い物に来るお客様の心理を理解し、第一印象から信頼関係を築く

意識をしていきましょう。

1



業種別知識 販売

【接客スキル3.1】お客様の

ココを見て！絶対販売売上

アップ

0:03:40 動画

本講座では、お客様の観察ポイントについて具体的に解説していき

ます。お客様が来店された際の行動を観察することにより、お客様

の興味のある商品や嗜好に気づくことができます。お客様の観察ポ

イントをおさえ、売り上げアップにつながる接客スキルを身につけ

ましょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル3.2】空気が作

れる接客者がやっぱり１番

売れる！

0:04:13 動画

本講座では、接客において守るべきルールについて解説していきま

す。お客様がいつ来店されてもいいように、店内の清潔さを維持し

たり商品を大切に扱ったりすることは、よい接客や売り上げに繋が

ります。細かな点に留意して、売れるお店の空気を作っていきま

しょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル3.3】売上アッ

プは提案数で決まる２つ？

３つ？４つ？

0:03:30 動画

本講座では、お客様へご提案する際の鉄則について解説していきま

す。商品を提案するうえで重要なポイントは必要な情報とニーズを

把握することです。提案した商品をお客様自身がどのようなシーン

で活用できそうか想像したり、商品を選ぶ楽しさを感じたりできる

ように、丁寧なヒアリングと提案力を身につけていきましょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル3.4】人に嫌わ

れる人は距離感がわからな

い人。「不快に感じられな

い距離」

0:02:31 動画

本講座では、お客様との距離感について解説していきます。人には

それぞれ目には見えない自分の感覚として、他者に入り込まれると

不快に感じる空間あります。その距離感覚の種類などを知っておく

ことでお客様と適切な距離感を保つことができます。お客様にとっ

て心地よい距離を保ちながら接していきましょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル3.5】売りたい

商品、どこに置く？そう、

正解は左！

0:03:39 動画

本講座では、売りたい商品をどこに置くかということについて解説

していきます。黙っていても売れる商品やぜひ売りたい商品など、

商品によって置く位置を変えることがポイントです。また、お客様

を接客する際の立ち位置にも気を付けると、よりポジティブな感情

として相手に受け取ってもらえるようになります。

1

業種別知識 販売

【接客スキル3.6】売れる販

売会話術これさえわかれば

完璧！

0:05:18 動画

本講座では、売れる会話術について解説していきます。売れない会

話の事例をもとに、実際のお客様との会話をイメージしながら学習

していきましょう。売りたい気持ちが強いあまりに、押しつけがま

しくなってはいませんか。本講座で売れる会話のポイントを学習

し、お客様の心をつかむ接客を目指しましょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル3.7】「皆様だ

いたいこれを選ばれます」

は売れないこともある！？

0:04:28 動画

本講座では、接客時の言葉づかいについて解説していきます。つい

使ってしまう言葉やフレーズの中には、接客においてはもちろん、

言葉の使い方として誤りのあるものが実は多くあります。ご自身の

言葉づかいを改めて見直し、違和感のない、またお客様一人一人に

しっかりと向き合える接客を目指しましょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル3.8】「過去現

在未来」の質問で売上アッ

プ！

0:03:03 動画

本講座では、お客様のニーズの引き出し方について解説していきま

す。ニーズを引き出すためのポイントは、お客様の過去や現在を把

握する視点をもち、未来に向けて最適な提案することです。そのた

めには、お客様の「言葉にならない言葉を把握すること」が重要で

す。お客様のニーズに合った提案をできるようにしましょう。

1



業種別知識 販売

【接客スキル3.9】お客様が

財布を開くタイミング逃す

な！ここが絶対ポイント

0:02:47 動画

本講座では、購入目前のお客様の行動について解説していきます。

商品を買うつもりのあるお客様を見逃している接客者が実は多くい

ます。同じ商品を何度も見る、同じ商品を10秒以上見たり触ったり

するなどの行動をとっているお客様には購入の後押しをするチャン

スがあります。タイミングを見逃さない目を養いましょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル3.10】試着で

売れる人、売れない人～女

子はみんな、ここに注目！

～

0:05:03 動画

本講座では、お客様の試着時にある、大きな接客のチャンスについ

て解説していきます。試着室から出る際のお客様の心情を理解した

うえで、声をかけることが大切です。お客様の専属スタイリストの

ように、正直な感想や提案をすることは、お客様をファンにするこ

とにもつながります。

1

業種別知識 販売
【接客スキル4.1】利益を作

る「付属商品提案」
0:03:27 動画

本講座では、接客スキルの中でも、利益を作る付属商品の提案方法

について解説していきます。主力商品と付属品をセットで売るこ

と、お客様のお財布事情を心配しないこと、付属商品の知識を万全

にすること、豊富な知識提供をすることなど、お客様に気持ちよく

お買い物をしていただくためのスキルを身につけましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル4.2】代替提案

で売上損失回避
0:02:54 動画

本講座では、代替提案で売り上げ損失を回避するスキルについて解

説していきます。商品の価格帯・用途・目的の把握や説明方法、品

切れや販売停止のフォローを接客の時点で行う方法、似たような商

品のレパートリー把握、妥協点の見つけ方など、お客様の希望をか

なえるスキルを身に着けていきましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル4.3】レジの声

がけがファンを作る
0:02:15 動画

本講座では、レジでの声がけによってファンを作る方法について解

説していきます。レジに入ったときの配慮の仕方や、レジ対応の態

度、混雑時の一言、商品の受け渡し方や、お渡しした後の一言な

ど、小さな声かけひとつでお客様に与える印象は天地ほどの差が生

まれます。これらを身に着けて、お客様をファンにしてみましょ

う。

1

業種別知識 販売
【接客スキル4.4】商品の取

り扱い方でアンチにもなる
0:02:12 動画

本講座では、商品の扱い方でお客様を安置にしない方法について解

説していきます。受け取り方や置き方、備品の扱い方に関する注意

など、みられていないと思っている些細なことで、お客様を不快な

気持ちにさせない工夫がたくさんありますので、参考にして普段か

ら気を付けていきましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル4.5】お金の受

け取り方と渡し方
0:03:37 動画

本講座では、接客の際のお金の受け取り方と渡し方について、解説

していきます。気持ちのいいお金の扱い方、置いたまま渡していい

のかどうか、つり銭の渡し方、ポイントカードの声掛けの仕方、キ

リの悪い額の際の注意点など、日常的にふと気になる部分につい

て、お客様に良い印象を持ってもらう方法を学びます。

1

業種別知識 販売
【接客スキル4.6】再来店を

促す言葉がけ
0:03:30 動画

本講座では、接客をするにあたって、お客様に再来店をしていただ

けるような接客の言葉がけについて学んでいきます。ありがとうだ

けで済まさない、歯科医院に学ぶ次回への切り口など、その接客を

「次回」につなげられるような言葉がけや、心構えについて学ぶこ

とができます。

1



業種別知識 販売
【接客スキル4.7】後ろ姿で

プロかどうか、わかる
0:04:12 動画

本講座では、接客の際の後ろ姿にフィーチャーして、ふるまいやし

ぐさ、態度について学んでいきます。お客様への対応を行う際、自

分がどのような後姿をしているか、歩き方や姿勢、横顔、しぐさ、

態度、お客さまだけでなく、業者への対応など、細かな部分に着目

して接客のコツをつかんでいきましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル4.8】お客様は

友達ではない
0:03:54 動画

本講座では、お客さまとどのような距離感で接していくか、という

ことについて解説していきます。お客さまと親しくなる、というこ

とは、一見接客において大切なことのように思えます。しかし、顧

客と接客者の距離感を個人的な距離感と混同してしまってはいけま

せん。本講座にて、お客さまとの適切な距離感を学びましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル4.9】高いもの

には価値がある
0:03:21 動画

本講座では、お客様がどのような商品に価値を感じるか、というこ

とについて解説していきます。一般的に、セール品や、翻って高価

なものに非とは価値を感じると思いがちです。しかし、顧客がどの

ような点に価値を感じるか、ということを客観的に分析する力は必

要です。本講座にて、学んでいきましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル4.10】高額商

品を確実に売る方法
0:04:13 動画

販売の業務にあたるスタッフであればだれしも、顧客にはなるべく

高額な商品を買ってほしいと考えるものです。本講座では、売買に

繋がりにくい高額商品をお客様に買っていただくメソッドについて

解説していきます。買っていただく方法だけでなく、メンテナンス

に関する注意点もご紹介しますので、参考にしてください。

1

業種別知識 販売

【接客スキル1.1】惹きつけ

る接客者になる～９０％以

上は接客マナーの良さで店

に来る～

0:05:05 動画

本講座では、顧客を引き付ける接客者になるための方法について、

基本的なポイントから解説していきます。今回は特に、返事、目

線、あいさつ、話の聞き方、質問の仕方など、初歩的である者の大

事なポイントについて、注意喚起を行います。ベテランであっても

忘れがちなことですので、気を付けていきましょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル1.2】リピート

接客の極意～表情や態度、

動作の見方～

0:05:04 動画

本講座では、販売員としての接客マナー講座と題して、お客さまに

リピートしていただける接客とはどのようなものか、おもてなしと

は何かということについて解説していきます。表情や態度、一つ一

つの動作などに着目し、どうしたらお客様に喜ばれる接客者になれ

るかを学習していきましょう。

1

業種別知識 販売

【接客スキル1.3】お客様が

来店する際ここを見られて

いる！？～理想の接客者の

行動＜１＞～

0:04:20 動画

本講座では、理想の接客者の行動について解説していきます。待機

中の姿勢や私語、レジ周りでの作業、あいさつなどの印象の作り

方、正しく商品提案できるかどうかなど、理想の接客者となるため

に気を付けなければならないことはたくさんあります。本講座を学

び、理想の接客者を目指しましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル5.1】刷り込み

効果
0:03:09 動画

よかれと思って伝えたメッセージでも、内容がばらばらだったり多

すぎたりすると、実は心に届かないことが多くあります。本講座で

は、お客様へ届けたいメッセージの伝え方について解説していきま

す。商品や販売スタッフへの信頼や、親近感をもってもらう好循環

につなげるためのポイントを理解し、実践していきましょう。

1



業種別知識 販売
【接客スキル5.2】単純接触

効果
0:04:27 動画

接触すればするほど気になる、好きになるという経験のある人は多

いと思います。これは「単純接触効果」といって、接触する機会が

増えると、その相手（物）に親しみが増す効果のことです。本講座

では、接客における単純接触効果の活用場面や方法について事例を

もとに解説していきます。

1

業種別知識 販売
【接客スキル5.3】常連にさ

せる方法
0:03:32 動画

本講座では、お客様に常連になってもらうための方法について解説

していきます。お客様のことをいかに大切に想っているか、理解し

ようとしているかが常連になってもらえるかどうかの大きなポイン

トとなります。一人でも多く常連のお客様をつくるための参考にし

てください。

1

業種別知識 販売
【接客スキル5.4】商品に愛

情をもつ
0:03:37 動画

本講座では、接客にあたるうえで、自分の取り扱う商品に愛情を持

つことについて解説していきます。自分が気に入っている商品であ

れば、いいところや活用方法をお客様により丁寧かつ熱を入れてお

すすめすることができます。商品理解につながる考え方ですので、

ぜひご活用ください。

1

業種別知識 販売
【接客スキル5.5】強運商品

を味方につける
0:02:50 動画

本講座では、強運商品を味方につけることについて解説していきま

す。強運商品とは、人気商品、スター商品を指します。こういった

商品を見つける、作ることは、幅広い客層に人気があるだけでな

く、スキルの浅い新人スタッフでも売りやすいなど、多くのメリッ

トがあります。強運商品の探し方、作り方を身につけましょう。

1

業種別知識 販売
【接客スキル5.6】商品の見

せ方
0:03:36 動画

本講座を学ぶことにより、商品の見せ方に関する知識を身に着ける

ことができます。似たような商品でも、見せる状況や紹介の仕方に

よってお客様に与える印象は変わります。見せる位置や五感に関す

る知識を身に着け、お客様に売りたいものを売るスキルを身に着け

ていきましょう。

1

業種別知識 不動産 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

業種別知識 不動産
2021年改訂_不動産担保権

設定と管理の実務を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

債権の回収がうまくいかないと自社の財務状態にも悪影響を与える

ため、担保取得はとても重要なことです。本コースでは、担保取得

の判断材料となる情報や担保の種類、不動産担保の注意点や管理方

法、担保権の実行の申立先と手続きの流れ、競売によらない解決方

法などについて解説します。

1

業種別知識 不動産

2021年改訂_借地・借家ト

ラブル解決の基礎知識を学

ぶ

1:00:00
スコー

ム

借地借家法は、貸主と借主の実質的な平等を保障し、一般に弱い立

場になりがちな借主の保護を図るものです。本コースでは、借地借

家法の概要や改正のポイント、企業が建物・土地を借りる場合のト

ラブル、企業が建物・土地を貸す場合のトラブルについて、ケース

スタディを交えて解説します。

1



業種別知識 物流
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

業種別知識 物流
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

業種別知識 物流
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

業種別知識 物流
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

業種別知識 物流
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

業種別知識 物流
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

業種別知識 物流
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

業種別知識 物流
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



業種別知識 物流
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

業種別知識 物流
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

業種別知識 物流
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

業種別知識 物流
2021年改訂_物流センター

業務を知る
1:00:00

スコー

ム

物流網の要となる物流センターについて、どのような目的で、どの

ように作られ、どのような業務が行われているのかを学びましょ

う。物流センターの概要、入荷、入庫・在庫・出庫、仕分・出荷、

情報管理、各業務の関連や情報システムの重要性を学び、物流セン

ターを体系的に理解しましょう。

1

業種別知識 保育・基礎知識
保育所における食物アレル

ギーへの対応について
1:05:06 動画

保育園での食事は「体と心の成長」のために不可欠な食育です。し

かし食物アレルギーを持つ子どもにとって「アレルゲン食物を摂取

する」ことは「命の危険」と同義です。保育園は命を守るための

「危険回避」の最善策を実行する現場です。食物アレルギーや対応

方法について学んで保育に活かして下さい。

9

経済・政治・社会 経済
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

経済・政治・社会 経済
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

経済・政治・社会 経済
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



経済・政治・社会 経済
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

経済・政治・社会 経済
2021年改訂_IPOって何だろ

う？
1:00:00

スコー

ム

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

市場の概要、株式上場のメリット・デメリット、上場審査や関連す

る機関の役割、上場のスケジュールや費用など、株式市場や上場に

関連する基本的な知識を解説します。上場準備に必要な知識を身に

着けましょう。

1

経済・政治・社会 経済
2021年改訂_経済指標を学

ぶ
1:00:00

スコー

ム

経済活動を把握するための経済指標について、経済指標の概要や

GDPとGNI、経済成長率、三面等価の原則、景気を見る指標、物

価・金融・対外関係を見る指標などを解説します。日本経済の良し

悪しを判断する方法を理解し、企業を取り巻く外部環境を分析する

ことができるようになりましょう。

1

経済・政治・社会 経済
2021年改訂_会社のしくみ

を知る
1:00:00

スコー

ム

本コースでは会社の仕組みについて、法律上の会社の定義、会社を

運営するための組織、ヒト・モノ・お金の管理の仕組み、環境の変

化に対応するための経営戦略、企業を取り巻く環境の変化と企業に

求められる社会的責任について解説します。新入社員の方や入社２

～３年目の方に最適です。

1

経済・政治・社会 経済
2021年改訂_わかりやすい

環境知識と環境ISOを学ぶ
1:00:00

スコー

ム

消費者や社会のニーズが環境問題に注目している今、企業経営の中

で環境問題は重要な位置を占めつつあります。本コースでは環境問

題の概要やISO14000シリーズの概要や誕生の背景、取得までの流

れ、メリット、ISO14000取得の流れと社員としての心得、PDCAサ

イクルを解説します。

1

経済・政治・社会 経済
2021年改訂_ＣＳＲ(企業の

社会的責任)入門
1:00:00

スコー

ム

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

て、定義と究極的目標、CSRの社会面・経済面・環境面からのアプ

ローチ、世界の地域別展開、CSRのためのガイドライン、ステーク

ホルダーとCSR、CSR実践の今後の方向性について解説します。

1

経理・財務 経理・財務（その他） 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

経理・財務 経理・財務（その他）
2021年改訂_FP実務と倫理

について学ぶ
1:00:00

スコー

ム

ファイナンシャルプランナーの仕事は、パーソナル・ファイナン

シャル・プランニングを行うことです。本コースでは、パーソナ

ル・ファイナンスの概要からプランニングの具体的な手順、FPに

とって必要となる具体的な法律や諸規定の概要、実務や役割、将来

像などについて解説します。

1



経理・財務 経理・財務（その他）

2021年度改訂_離婚と年金

分割の仕組みと手続きを知

る

1:00:00
スコー

ム

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

経理・財務 財務諸表 契約書の重要性 0:17:15 動画

企業にとって自社の権利を保護し、無用なトラブルから身を守るた

めにも、契約書は内容を吟味して締結したいものです。本コースで

は、契約書で定めておくべきポイントを解説したのち、事務所開設

の際に避けて通れない不動産賃貸契約を例に挙げて契約書の重要性

を説いてまいります。

3

経理・財務 財務諸表 決算書速読術 1:41:49 動画

本コースでは、財務報告書の意義と構成から、貸借対照表の基本構

造、流動資産、固定資産、資本余剰金の取崩し、損益計算書の基本

構造、売上原価・売上総利益などについて、演習問題を交えて実践

的に解説します。財務諸表をざっくり読むためのツボを理解して、

財務諸表の全体像をつかみましょう。

17

経理・財務 財務諸表 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 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 財務基礎講座 0:26:54 動画

会社の決算書を利用して自社の数字を数年間分を見てみることをお

勧めします。その場合、映像中にスライド化した貴社決算書を挿入

したり、会社として従業員に意識してほしいポイントなどをスライ

ド挿入することができます。

※本講座は2017年5月時点の情報を元に制作しています。

1

経理・財務 財務諸表
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 財務諸表 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 財務諸表
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 財務諸表 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 財務諸表 企業価値評価の方法 1:52:13 動画

企業価値とは「会社の値段」ともいえます。いったい自分の会社の

価値はいくらでしょうか？有名なあの企業は？重要な取引先は？本

講座では企業価値を算定する方法に加え、理論株価を算定する方法

も解説します。

4

経理・財務 財務諸表 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 財務諸表 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 財務諸表 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 財務諸表 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 財務諸表 会社の数字の見方講座 0:10:25 動画

利益・売上・費用といった「会社の数字」の基本的な読み方を学

び、会社がどのような収益構造で運営されているかを理解すること

で、日々の業務改善に対する意識を高めます。?基本の数字をおさ

えることで、明日からの自身の働き方を見直すきっかけになること

が期待できます。?

1



経理・財務 財務諸表
2021年改訂_業績アップに

活かす財務諸表の見方
1:00:00

スコー

ム

会計の仕事は経理部門の仕事という時代は終わり、経理部門以外の

業務に就く人でも製造原価から売上高や利益を考えたり、在庫の増

減からキャッシュフローを考える必要があります。本コースでは財

務諸表の役割や損益計算書の仕組み、キャッシュフロー計算書の仕

組みなどを事例を交えて解説します。

1

経理・財務 財務諸表
2021年改訂_知識ゼロの人

のための決算書入門
1:00:00

スコー

ム

初めて決算書を学ぶ方を対象に、決算書の作成目的から決算書の種

類、貸借対照表、流動資産と固定資産の違い、繰越資産、損益計算

書、売上高、売上原価、売上総利益、営業利益、当期純利益、

キャッシュフロー計算書などについて解説します。決算書の知識を

体系的に身に着けましょう。

1

経理・財務 財務諸表
2021年改訂_誰でも読める

キャッシュ・フロー計算書
1:00:00

スコー

ム

キャッシュフロー計算書は何のために作成されるのかということか

ら、営業活動によるキャッシュフローの表示方法、商品等の販売収

入・購入支出、従業員・役員への報酬支出、法人税支払いの取り扱

い、連結キャッシュフロー計算書の作り方、営業・投資・財務活動

によるキャッシュフローの分析などを解説します。

1

経理・財務 財務諸表
2021年改訂_はじめて学ぶ

連結財務諸表入門
1:00:00

スコー

ム

上場企業や一定の規模以上の会社の財務に必須である連結財務諸表

について、連結財務諸表とは何かということから、連結財務諸表の

作成を義務付けられている会社、連結の対象となる会社の範囲、資

本連結以外の連結修正仕訳などを解説します。連結債務諸表の基礎

知識を身に着けましょう。

1

経理・財務 財務諸表 2021年改訂_決算書 1:00:00
スコー

ム

決算書とは何かということから、決算書の種類や会計に関する法規

等、貸借対照表のしくみ、損益計算書のしくみなどを解説します。

決算書について体系的に学び、決算書から何がわかるかといったこ

とや、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の基本的

な項目や構成を理解しましょう。

1

経理・財務 財務諸表
2021年改訂_財務分析の手

法
1:00:00

スコー

ム

企業の経営状況を客観的に把握する手法が財務分析です。財務分析

には客観性があるだけでなく、他社との比較でも威力を発揮しま

す。本コースでは、財務諸表とは具体的に何を指すのかという基本

的な事項から、損益計算書を貸借対照表による分析、キャッシュ・

フロー計算書の分析などを解説します。

1

経理・財務 財務諸表
2021年改訂_原価計算の手

法
1:00:00

スコー

ム

企業の利益を知るためには、製品を売り上げるためにいくらかかっ

たのかということを求めなくてはなりません。本コースでは、原価

計算の意味や製品等と原価の関係、製品原価の集計、原価管理と新

しい原価計算、利益管理・意思決定などについて解説します。企業

の利益を正しく把握できるようになりましょう。

1

経理・財務 財務諸表
2021年改訂_事業承継に活

かす生命保険の知識を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

相続税対策において生命保険の活用が有効です。本コースでは、同

族・非上場会社が抱える事業承継の問題点や事業承継における自社

株対策の必要性、非上場株式の相続税評価額、分割案・分割方法の

検討、相続争い防止のためのポイント、生命保険金の課税関係、事

業承継と生命保険の活用について解説します。

1



経理・財務 財務諸表
2021年改訂_減価償却の方

法と実務上の注意点を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

減価償却の必要性の確認や減価償却の目的と効果、定額法・定率

法・生産高比例法・級数法による減価償却のメリット、減価償却を

行うにあたっての注意点、法人税法上の有形減価償却資産の償却方

法、法人法上の償却方法の選択などについて解説します。実務にお

ける注意点をおさえましょう。

1

経理・財務 財務諸表
2021年改訂_約束手形と為

替手形の取り扱いを学ぶ
1:00:00

スコー

ム

商売をすると現金払いではどうしても融通が利かなくなる場合があ

ります。本コースでは、どのような場合に売掛金・買掛金が発生す

るのかということから、約束手形・為替手形の概要、手形回収時・

割引時の仕訳、裏書時の会計処理、貸倒引当金の損金処理、貸倒損

失に関する損金処理などを解説します。

1

経理・財務 財務諸表

2021年改訂_引当金の処理

と財務諸表上の注意点を学

ぶ

1:00:00
スコー

ム

会計上、現金支出を伴わない様々な引当金を計上することで、財務

的基盤を強化することができますが、税法では損金に算入できる引

当金を制御しています。本コースでは、引当金計上の必要性や返品

調整引当金が計上できる業種、退職給付引当金の会計上・税法上の

処理、ポイント引当金などについて解説します。

1

経理・財務 財務諸表

2021年改訂_固定資産の評

価と財務諸表上の注意点を

学ぶ

1:00:00
スコー

ム

減損会計が必要となった背景から減損会計の手続き、減損損失を計

上した場合の損益計算書・貸借対照表への計上と注記、株主会員制

のゴルフ会員権の評価、預託金制のゴルフ会員権の評価などを解説

します。減損会計の目的や手続き、減損会計による貸借対照表およ

び損益計算書への影響を理解しましょう。

1

経理・財務 財務諸表
2021年改訂_金利係数表の

活用術を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

係数表の使い方を知ると、金利変動による運用結果を簡単に知るこ

とができます。本コースでは、係数表の使い方や作り方、終価係数

表・現価係数表・年金終価係数表・減債基金係数表・資本回収係数

表の具体的な運用方法などを解説します。金利の変化による運用成

果の差を具体的に数字をあてはめながら学習しましょう。

1

経理・財務 財務諸表
2021年改訂_財務比率を

使って決算書を見てみよう
1:00:00

スコー

ム

財務諸表に示された情報を利用することで、企業の経営状況をある

程度正確に理解することができます。本コースでは、財務比率分析

のための前提知識や、売上原価率と売上高総利益率の分析などを解

説します。あまり財務会計に詳しくない方でも、貸借対照表や損益

計算書を見て分析できるようになります。

1

経理・財務 税務
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

経理・財務 税務 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



経理・財務 税務 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

経理・財務 税務
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

経理・財務 税務
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

経理・財務 税務 税効果会計 0:17:00 動画

利益が少ないのに、こんなに税金を取られるのかと思ったことはあ

りませんか？例えば、交際費は会計上の費用ですが、税法上は損金

になりません。税効果会計を学ぶと、交際費をたくさん使っても、

税金が減らない理由などが分かります。

1

経理・財務 税務
2021年改訂_収入印紙と印

紙税のイロハを学ぶ
1:00:00

スコー

ム

収入印紙が貼ってある文書がありますが、その根拠を正しく理解し

ていますか。本コースでは、印紙税・収入印紙の概要や、どのよう

な取引・文書で収入印紙が必要となるのか、印紙税を収める対象

者、印紙税の納税方法、印紙税の過怠税・非課税について解説しま

す。収入印紙や印紙税の基礎知識を押さえましょう。

1

経理・財務 税務

2021年改訂_「確定申告を

知れば税金が還付され

る！」その概要とは？

1:00:00
スコー

ム

人事の仕事に関わる人であれば知っておきたい確定申告について、

源泉徴収制度の仕組みや必要な書類、年末調整の適用対象者や必要

な書類、年末調整では適用されない雑損・医療費・寄附金控除、副

収入がある場合の確定申告などを解説します。確定申告の概要を理

解し、日々の業務に活用しましょう。

1

経理・財務 税務
2021年改訂_相続と税金の

関係を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

事業継承対策としても相続税対策は必要です。本講座では、相続に

伴って生じる税金について、相続税の概要から相続の流れ、相続税

の納税義務者、課税財産・非課税財産、贈与税の概要・計算、相続

時精算課税制度、財産評価の概要、不動産の評価、株式評価、金融

商品等の評価など総合的に学びます。

1

経理・財務 税務
2021年改訂_金融商品に関

する税金の知識を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

個人向け国債の税金、債権の税金、株式の保有・売却にかかる税

金、国内投資信託にかかる税金、外国株式・外国債券にかかる税

金、外貨建て商品にかかる税金など、安全性の高い貯蓄型金融商品

の税金について、事例を用いながら確認しましょう。金融商品にか

かる損益通算や損失の繰越控除についても解説します。

1



経理・財務 税務
2021年改訂_相続税の基礎

知識と相続税対策
1:00:00

スコー

ム

相続税について、民法上の法定相続人、相続税法上の法定相続人、

遺言の種類とその有効性、遺留分が認められている人、遺言が必要

となるケース、相続税の計算、生命保険を活用した相続対策などの

基礎知識を解説します。相続税対策として各種商品を販売する際に

有効な知識の裏づけが得られます。

1

経理・財務 税務
2021年改訂_相続税と贈与

税の知識
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、贈与税・相続税の基礎控除額、贈与税・相続税の計

算とそれにかかる申告と納付、贈与税の課税財産・非課税財産、相

続税本来の相続財産・みなし相続財産、相続税の非課税財産、死因

贈与と負担付贈与の取り扱い、相続時精算課税制度（原則・特例）

について解説します。

1

経理・財務 税務

2021年改訂_相続税対策と

しての不動産保有のメリッ

トを知る

1:00:00
スコー

ム

本コースでは、現金や不動産の評価、不動産購入・建物の建築・建

物の賃貸による評価の引き下げ、定期借地権、小規模宅地等評価減

の特例など、相続税対策としての不動産保有について解説します。

相続税対策として不動産を販売する際に有効な知識の裏づけを理解

できるようになりましょう。

1

経理・財務 簿記会計 ゼロから学ぶ企業会計 1:04:26 動画

本講座では、企業会計を知るうえで必須となる「損益計算書

（PL）」「貸借対照表（BS）」「キャッシュフロー（CS）計算

書」の見方から、損益分岐点の考え方などを、初学者向けに分かり

やすく解説しています。会計に関わる部署に所属していなくとも、

会社のお金の動きなどが見えやすくなります。

5

経理・財務 簿記会計 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 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

経理・財務 簿記会計
【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

経理・財務 簿記会計

【入門編】空き時間で見る

だけ！漫画でスラスラ分か

る簿記の基本

1:27:53 動画

本講座では、簿記についての基本的な知識をマンガ形式の動画教材

によって解説していきます。簿記の必要性や概要といった部分か

ら、単式簿記と複式簿記の違い、貸借対照表や決算整理、損益計算

などについても解説していきますので、隙間時間などを利用して簿

記について学ぶことができます。

10



経理・財務 簿記会計

2021年改訂_これから経理

をめざす人のための企業会

計を知る講座

1:00:00
スコー

ム

これから経理を目指す方を対象に、会計の概要や情報の種類、現金

出納や日時処理と月次処理、決算といった経理部の業務内容、他部

署との連携の重要性や情報ごとの所管部署などについて解説しま

す。関連する制度や考え方、日々の業務の具体的な内容を学び、仕

事に対する理解を深めましょう。

1

経理・財務 簿記会計
2021年改訂_企業会計を取

り巻く新制度とは？
1:00:00

スコー

ム

会計には様々な法律が関係します。本コースでは、会計に関する会

社法や金融商品取引法などの法律の目的・概要や企業会計原則、有

価証券届出書や四半期報告書といった各種書類について解説しま

す。企業会計を取り巻く法律や必要な手続き、書類について正しく

理解し、注意すべきポイントを押さえましょう。

1

経理・財務 簿記会計

2021年改訂_もはや避けて

は通れない！国際会計基準

入門

1:00:00
スコー

ム

国際金融市場の発展に伴い、異なる国の企業の開示情報を比較する

ニーズが生じ、会計基準の国際的な統一が求められるようになって

います。本コースでは、上場企業等において近年導入が予定されて

いる国際財務報告基準（IFRS)について、背景や特徴、財務諸表の

概要を学習します。

1

経理・財務 簿記会計
2021年改訂_ゼロから学ぶ

簿記会計
1:00:00

スコー

ム

簿記会計の知識は経理業務に携わる方だけでなく、ビジネスマンと

して必須の知識といえます。本コースでは初めて簿記会計を学ぶ方

を対象に、「簿記とは」ということから、簿記の基礎概念、ルール

や用語の定義、仕訳帳の記入などの日常の手続き、決算に先立つ手

続き、決算本手続きについて解説します。

1

経理・財務 簿記会計
2021年改訂_管理会計の手

法
1:00:00

スコー

ム

管理会計は意思決定や組織のコントロールなどの経営管理に必要な

情報を提供するためのものです。管理会計を学ぶことで、経営上の

適切な意思決定を行うことができます。本コースでは管理会計の概

要や利益計画及び利益統制や伝統的な原価管理、経営の意思決定の

方法などについて解説します。

1

経理・財務 簿記会計
2021年改訂_簿記会計の基

礎
1:00:00

スコー

ム

本コースでは「ゼロから学ぶ簿記会計」よりも、さらに踏み込んだ

内容まで学習します。貸借対照表・損益計算書の概要や構造、簿記

の取引、仕訳の概要やルール、仕訳帳から総勘定元帳への転記、決

算手続の試算表の作成、決算整理などについて解説します。資格取

得の勉強にも活用することができます。

1

経理・財務 簿記会計
2021年改訂_交際費はどこ

まで認められるのか？
1:00:00

スコー

ム

交際費という言葉は仕事の中でよく聞く言葉ですが、他にも聞く福

利厚生費などと間違えるケースも多いようです。本コースでは、交

際費等の概要や交際費等と法人税の関係、交際費等支出の対象者、

交際費等の支出となるもの・ならないもの、交際費等と紛らわしい

経費、交際費等の限度額について解説します。

1

経理・財務 簿記会計
2021年改訂_連結会計を学

ぶ
1:00:00

スコー

ム

新会計制度の導入により、子会社を含めた連結会計での財務処理が

求められるようになりました。これにより、連結会計のメリットデ

メリットを踏まえた経営が必要になってきました。本コースでは、

連結財務諸表の概要や基本構造、資本連結、成果連結、持分法など

について解説します。

1



経理・財務 簿記会計
2021年改訂_うっかりしが

ちな経理実務の常識を知る
1:00:00

スコー

ム

帳簿・伝票の確認方法や訂正方法、現金・預金の残高確認、現金御

残高に不一致が生じた場合の対応方法、当座預金が残高不足になり

そうな場合の対処方法など、経理実務で知っておくべき常識を解説

します。ミスを防ぐとともに、ミスが発生しても適切に対応できる

ようになりましょう。

1

経理・財務 簿記会計
2021年改訂_法人における

生命保険の会計処理を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

中小企業の経営者の遺族のための保障や事業承継対策などのために

法人契約の生命保険を活用することがあります。本コースでは、法

人における生命保険の利用目的、定期保険・長期標準定期保険・逓

増定期保険・終身保険・養老保険の具体的な経理処理、役員退職金

慰労金規定の必要性などを解説します。

1

思考術・自己啓発 モチベーション

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

思考術・自己啓発 モチベーション
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

思考術・自己啓発 モチベーション

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

思考術・自己啓発 モチベーション
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

思考術・自己啓発 モチベーション
2021年改訂_モチベーショ

ンのコントロール法を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

モチベーションの概要から動機付けの要因としてマズローの欲求5

段階説、マクレガーのX理論・Y理論といった理論、ヒューマン・リ

ソース・マネジメント、組織メンバーのモチベーションを高める方

法などを解説します。モチベーションをコントロールして、仕事に

対する意欲を高めましょう。

1

思考術・自己啓発 モチベーション
モチベーションの基本と行

動
0:29:35 動画

本講座では、モチベーションがどのようなものか、人の「やる気」

を左右する要因が何なのかを学びます。また、モチベーションに関

わる、人の行動特性を理解し、職場で活用することを目指します。

・モチベーションの基本

・モチベーションの基礎理論

・モチベーションの3つの特徴

1



思考術・自己啓発 ロジカルシンキング
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

思考術・自己啓発 ロジカルシンキング
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

思考術・自己啓発 ロジカルシンキング
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

思考術・自己啓発 ロジカルシンキング

2021年改訂_話し方・書き

方が変わるロジカルシンキ

ング

1:00:00
スコー

ム

論理的かそうでないかを分けるのは頭や能力の良し悪しではなく

「思考態度の差」にあります。本コースでは演繹法・帰納法の概

要、前提・条件論の重要性、相手の立場に立って考える方法、俯瞰

的なものの見方について解説します。相手の立場に立って考え、筋

道を立てて相手に伝えられるようになりましょう。

1

思考術・自己啓発 行動習慣
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

思考術・自己啓発 行動習慣
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

思考術・自己啓発 発想法 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

思考術・自己啓発 発想法 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



思考術・自己啓発 発想法 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

情報セキュリティ リスクマネジメント
リスクマネジメントの理論

と実践
1:58:25 動画

本講座では、リスクマネジメントの理論と実践をわかりやすく学べ

ます。具体的な様々な現象を題材として、リスクマネジメントの実

施方法やリスク対策の考え方を説明、解説しています。リスクマネ

ジメントの基礎を学ぶだけでなく、その運用方法や非常事態への対

応を学びましょう。

15

情報セキュリティ リスクマネジメント
CSIRT、セキュリティ関連

機関
0:08:28 動画

実用的なセキュリティを理解するためには、技術的な側面のみなら

ず社会的な側面を知ることが必要です。この講義では、セキュリ

ティに関する組織内部署や関連機関について取り上げます。どのよ

うな人たちがセキュリティを守っているのか、問題が起こったとき

誰に相談したらいいのかを知り、リスクヘッジに努めましょう。

1

情報セキュリティ リスクマネジメント セキュリティ技術 0:13:06 動画

セキュリティ技術用語の中には略語や独特な言い回しのものがあり

ます。この講義では、そのような複雑な用語を一つ一つ要点を押さ

えながら丁寧に理解を進めていきます。情報セキュリティが大事な

ことはわかっていても、専門的な知識でとっつきにくい、と思って

いる方には最適な講義です。

1

情報セキュリティ リスクマネジメント 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

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

本講座では情報セキュリティとは何か、その基礎を学びます。さら

に発生しうるリスクを内部のもの、外部のものに分けて紹介し、具

体的なシーンを想定しながら適切な対応策を解説します。情報セ

キュリティ対策への行動指針としてご利用ください。

※本講座は2019年11月時点の情報を元に制作しています

1

情報セキュリティ リスクマネジメント 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
AI・RPA・セキュリティ超

基礎
2:32:56 動画

本講座では、AI・RPAについての基礎知識や、それに付随する情報

セキュリティについての基礎知識について解説していきます。AIや

RPA、情報セキュリティに関する知識は、業種、職種問わず今後重

要となってきます。しっかりと知識を身につけましょう。

18



情報セキュリティ リスクマネジメント
2021年改訂_リスクマネジ

メントとは？（初級）
1:00:00

スコー

ム

企業・個人を問わず、リスクが発生した際に損失を最小限に抑える

ための、意識・方法を認識しておく必要があります。本コースでは

リスクの概念やリスクマネジメントの定義から、リスクマネジメン

トの方法、リスク情報の共有、企業のリスクマネジメント（企業情

報・顧客情報流出）について解説します。

1

情報セキュリティ リスクマネジメント
2021年改訂_リスクマネジ

メントとは？（中級）
1:00:00

スコー

ム

リスクマネジメントを展開していくために、リスクマネジメントの

必要性や基本方針、計画の立て方、リスク対策の実施とモニタリン

グといった知識・手法や、情報漏洩・品質問題・事業継続計画・海

外展開など、具体的なリスクマネジメントについて解説します。適

確なリスクマネジメントを実施しましょう。

1

情報セキュリティ 個人情報保護 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
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

情報セキュリティ 個人情報保護
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

情報セキュリティ 個人情報保護
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

情報セキュリティ 個人情報保護
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 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
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

情報セキュリティ 個人情報保護

【高校 情報Ⅰ】サイバー犯

罪 （情報セキュリティ）情

報処理安全確保支援士の

がっき～が分かりやすく解

説！

0:08:32 動画

本講座では、サイバー犯罪に関する基礎知識と、周辺の法律につい

て、情報処理安全確保支援士である講師が解説していきます。サイ

バー犯罪に関する情報セキュリティ知識は、高校の情報科の授業で

も扱われる基本的な内容であり、ビジネスパーソンとしても必須の

知識です。情報管理について、基本を学んでいきましょう。

1

情報セキュリティ 個人情報保護
MDM スマートフォンセ

キュリティ
0:02:38 動画

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

していきます。MDMとは、社員に支給するモバイルデバイスの、

システム設定などを統合的・効率的に管理する手法やそれを実現す

るシステムを指します。リモートワークの普及により、個人が会社

の端末を使用する機会が増えました。紛失、盗難などのリスクに備

えましょう。

1

情報セキュリティ 個人情報保護
情報セキュリティの３要素

と７要素について
0:08:28 動画

本講座では、情報セキュリティの基本から、情報セキュリティの3

要素と7要素について、解説していきます。情報の機密性・完全

性・可用性の維持のためには必須の知識となります。情報セキュリ

ティについてきちんと学び、重要な情報の管理やより安全な運用を

目指しましょう。

1

情報セキュリティ 個人情報保護 脅威と攻撃者の種類 0:05:40 動画

本講座では、ハッカー、クラッカーといった、インターネットに潜

む脅威に関する用語を解説していきます。特に日本では、インター

ネット攻撃に関する知識の定着が浅く、用語レベルでも聞き覚えの

ないものが多いのではないでしょうか。インターネット攻撃や驚異

の種類について学び、対策に活かしましょう。

1

情報セキュリティ 個人情報保護

５Gスマホで世界はどう変

わる？中田氏 これからの未

来について徹底解説【情報

処理安全確保支援士】

0:07:08 動画

本講座では、昨今話題となっている５G（第5世代移動通信システ

ム）についての基礎知識を解説していきます。また、５Gの基礎知

識だけでなく、これまで一般的であった4GLTEについての流れか

ら、５Gに変遷するにあたって何が変わるのか、ということもご紹

介していきます。

1

情報セキュリティ 個人情報保護

ZOOM脆弱性 ビデオ爆撃 テ

レワーク者必見！

Zoombombing／情報セキュ

リティマネジメント試験

0:03:28 動画

新型コロナウィルスの蔓延により、リモート会議やリモートワーク

が実施される中、zoomをメインのミーティングツールとして使用

されている企業も多いのではないでしょうか。本講座では、zoom

の設定やアップデートの注意点を学ぶことにより、zoomへの不正

アクセスを防ぐ方法をご紹介します。

1

情報セキュリティ 個人情報保護

【情報処理安全確保支援

士】Amazon偽装 フィッシ

ング詐欺メール

0:03:04 動画

本講座では、実際に届いたフィッシング詐欺のメールを例に、メー

ルによるフィッシング詐欺の手口と、その対策方法について解説し

ていきます。インターネットサービスを使用して、オフィスや仕事

で必要なものを購入したり、クレジットカードなどの情報を使用す

ることが増えてきている中で、初歩的な詐欺に注意しましょう。

1



情報セキュリティ 個人情報保護
2021年改訂_情報セキュリ

ティ
1:00:00

スコー

ム

情報漏えいは企業に大きなダメージを与えます。情報セキュリティ

とはということから、データ流出の事例、メール受信やWeb閲覧の

リスク、記憶媒体接続の危険性、パスワードの設定と管理のポイン

ト、ＳＮＳに潜むリスクなどを解説します。情報セキュリティの正

しい知識を身につけ、情報を適切に取り扱いましょう。

1

情報セキュリティ 個人情報保護
2021年改訂_わかりやすい

個人情報保護入門
1:00:00

スコー

ム

個人情報の漏洩は企業の信頼を損なうだけでなく、損害賠償等に繋

がることもあります。本コースでは個人情報を守ることの重要性、

個人情報保護法、個人情報を取り扱う上で必要となる心構え、個人

情報の取り扱い方について学びます。個人情報保護について正しい

知識を身に着け、適切に取り扱いましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎 利用者認証 0:08:38 動画

安全なユーザ認証を実現するために、様々な手法が認証方法が提案

されています。この講義では、情報セキュリティマネジメント試験

に頻出の認証方式についてその特色や周辺技術について学びます。

情報セキュリティについて学び、企業や個人の情報保護に努め、漏

洩等から発生する重大な事故を防ぎましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

共通鍵暗号方式・公開鍵暗

号方式とハッシュ関数・デ

ジタル署名とPKI

0:32:45 動画

本講座では、共通鍵暗号方式、公開鍵暗号方式とハッシュ関数、デ

ジタル署名とPKIについての基本的な知識を解説していきます。共

通鍵暗号方式、公開鍵暗号方式と、データ改ざん検知等で使用され

るハッシュ関数、デジタル署名を学ぶことで、情報セキュリティの

強化につなげます。

3

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎 様々なサイバー攻撃手法 0:15:26 動画

この講義では、認証システムやWebサイトなどに対する攻撃手法に

ついて勉強します。また、攻撃手法のみならずその対策もセットで

学ぶことにより、昨今手口が複雑化していくサイバー攻撃に対して

の防止策を身につけましょう。企業や個人に関わらず、情報化社会

において重要な知識です。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎 脆弱性診断・PCIDSS 0:09:30 動画

本講座では、「情報資産とそのリスク」で学んだ『脆弱性』に関す

る周辺知識について押さえます。今使っているシステムやセキュリ

ティの脆弱性を見つけるには、見つけたらどうするのか、脆弱性は

どのように記録・管理されるのかなどについて勉強します。自分は

大丈夫と油断せず、今一度見直していきましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎 情報セキュリティとは 0:07:16 動画

本講座では、情報セキュリティを理解するうえで必要となる入門的

な知識を学びます。サイバーセキュリティを勉強したいと思う方に

最適な導入講座です。情報セキュリティの基礎をしっかりと理解

し、企業や顧客の大切な情報を守って、安全な取り扱いができるよ

うになりましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎 情報資産とそのリスク 0:09:09 動画

本講座で取り扱うセキュリティ対策は、様々な情報をサイバー攻撃

から守るということを目的としています。では、何を守るのか、と

いうことをこの講義では学びます。情報資産とはどのようなものを

指すのか、リスクの高低を何を持って判断するのか、ということに

ついても解説していきます。

1



情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎 情報セキュリティ管理1 0:12:32 動画

情報セキュリティを保つためにはマネジメントが欠かせません。こ

の講義では、そのために必要な ISMSやPDCAサイクルに関して学

びます。情報をただ隠して守るだけでなく、安全かつ効率的に運用

する方法を学びましょう。情報の有効な活用は、企業の成長に繋が

ります。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎 情報セキュリティ管理2 0:12:06 動画

リスクアセスメントは効果的な情報セキュリティマネジメントを確

立するために重要です。この講義はリスクアセスメントの基礎的な

流れについて学びます。リスクや驚異、情報資産の価値を数値とし

て算出し、管理する方法について学ぶことにより、より効率的で

整った情報セキュリティ対策を行うことができるようになります。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎 情報セキュリティ管理3 0:10:11 動画

「情報セキュリティ2」で取り上げたリスクアセスメントを行った

後には、リスク対応が必要になります。この講義ではリスク対応に

関して学びます。「情報セキュリティ1～3」で解説する情報セキュ

リティ管理に関する内容をしっかりと理解すれば、情報セキュリ

ティに関する意識や基礎知識はばっちりです。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

【情報処理安全確保支援

士】LAN・WANの接続形態　

ネットワーク

0:04:43 動画

本講座では,ネットワークの種類と接続形態について説明していきま

す。現在ではどのような企業でも,ネットワーク回線を使用して業務

を行っています。また,リモートワークの普及により,ネットワーク

についての知識は必須のものとなりつつあります。本講座にて,ネッ

トワークの種類と接続形態について学びましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

データリンク層、イーサ

ネットフレーム、MACアド

レス・ARP/RARP/GARPが

わかる！

0:10:00 動画

本講座では、MACアドレスとARPについて説明していきます。

MACアドレスとは、パソコンやルータなどのネットワーク機器など

についている固有の識別番号になります。PCを扱う上で知っておく

と便利な知識です。プログラマーやエンジニアでなくとも、ネット

ワークアドレスについての知識をしっかりと身に着けておきましょ

う。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

OSI参照モデルとTCP/IP　

ネットワークスペシャリス

ト試験対応

0:06:42 動画

本講座では、情報処理技術者試験を受けられる方向けにプロトコ

ル、OSI参照モデル、TCP/IPの概要について解説していきます。情

報処理技術者試験を念頭に置いていない方でも、PCに関する一歩進

んだ知識として、本講座はおすすめです。本講座にて、PCの応用的

な知識を身につけましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

VLAN技術【情報処理安全確

保支援士】ポートベース・

タグVLAN×イーサネットフ

レーム

0:07:47 動画

本講座では、VLAN技術、ポートベース・タグVLAN、イーサネット

フレームについて解説していきます。本来は情報処理安全確保支援

士を目指す人に必要な知識ですが、情報化社会において業務にネッ

トワークを必要とするビジネスパーソンにとって知っておいて損は

ない知識となりますので、ぜひご活用ください。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

【情報セキュリティ】たっ

た一度のクリックで大切な

情報が盗まれる「スパム

メール」にご用心

0:08:12 動画

企業でも個人でも、Webメールは一般的ツールとして誰しもが使う

ものです。しかし、そういったツールを不正に利用する動きについ

ては対策を怠らないようにしなければなりません。本講座では、会

社や個人のPCに届くスパムメールについての基礎知識と、その対

策、見分け方などについて解説していきます。

1



情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

【情報処理安全確保支援

士】ダイナミックパケット

フィルタリング /情報セ

キュリティマネジメント

0:02:03 動画

ダイナミックパケットフィルタリングとは、フィルタリングルール

（テーブル）を動的に制御する仕組みのことで、必要最低限のルー

ル（テーブル）のみで設定でき、セキュリティを高めることができ

るようになります。本講座では、ダイナミックパケットフィルタリ

ングについて学ぶことができます。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

【情報処理安全確保支援

士】RLO識別子 /情報セ

キュリティマネジメント

0:01:14 動画

RLOとは、Unicodeで定義されている制御文字の一つで、横書きの

文字の流れを「右から左」に変更するものです。本講座では、RLO

識別子についての基礎知識について解説していきます。PCスキルを

アップさせたい、技術者としてのスキルを向上させたい方は是非ご

活用ください。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

【情報処理安全確保支援

士】Cookieの属性　Secure 

/情報セキュリティマネジメ

ント

0:03:57 動画

Secure属性は、個々のcookieの動作を制御する属性の1つで、これ

が設定されたcookieは「HTTPS通信の場合のみ、Webブラウザから

Webサーバに送信される」ようになります。本講座では、cookieや

セキュリティに関する知識を解説していきます。PCスキルをアップ

させたい、技術者としてのスキルを向上させたい方は是非ご活用く

ださい。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

CPU性能 クロック周波数

/MIPS/CPI 【基本情報技術

者/応用情報技術者試験】

0:04:37 動画

本講座では、CPU性能について、クロック周波数、MIPS、CPIなど

のIT用語の解説と合わせて解説していきます。PCにおいて、CPUの

性能は気になるところです。どの業務でも一定以上のPCスキルは必

要なものとなりますので、本講座にて、PCに関する知識をより一層

深めていきましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

試験に出る！RAM・ROMの

試験対策　メモリの種類解

説【基本情報技術者/ITパス

ポート/応用情報技術者試

験】

0:04:16 動画

本講座では、PCのメモリについて、RAM、ROMなどのIT用語の解

説と合わせて解説していきます。PCのメモリに関する知識は、PC

の動作などの面で知っておきたい知識です。どの業務でも一定以上

のPCスキルは必要なものとなりますので、本講座にて、PCに関す

る知識をより一層深めていきましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

情報通信ネットワークの概

要【高校 情報１】プロトコ

ル　無線LAN　TCP/IP　情

報セキュリティ　教員研修

用教材

0:11:44 動画

本講座では、情報通信ネットワークの仕組みについて概要を説明し

ていきます。「ネットワーク」「プロトコル」などよく聞く言葉で

はありますが、PCやインターネットを使う上で、ネットワークの示

す意味や、それを動かしている通信技術について理解しておくこと

は必要です。しっかり知識を身につけていきましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

リレーショナルデータベー

ス【高校 情報１】SQLを

ORALCEクラウドのADWを

使って実践してみた

0:09:38 動画

本講座では、リレーショナルデータベースの特徴とSQLについての

説明と、多く使われているORACLEクラウドのADWを使ったテーブ

ル操作の解説をしていきます。データを一つ一つ修正していくと、

漏れが生じることがありますが、SQLを使えば漏れなく簡単にでき

ます。動画を観ながら実践してみましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

SMTP AUTH／SMTPS／

POPS【情報処理安全確保

支援士】応用情報技術者試

験

0:04:27 動画

本講座では、SMTP AUTH、SMTPS、POPSなど、メール認証技術

について解説していきます。普段仕事やプライベートなどでメール

は日常的に使われるツールですが、その仕組みがどのようなもの

か、知らない方も多いのではないでしょうか。メール認証の技術

を、本講座にて学びましょう。

1



情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

PGPとS/MIME【情報処理

安全確保支援士】情報セ

キュリティマネジメント試

験

0:07:01 動画

本講座では、PGPとS/MIMEについて解説していきます。この二つ

は、電子メール上で使用する電子署名であり、世界標準といえるも

のです。企業で働くうえで、電子メールのセキュリティは重要なも

のとなります。本講座にて、メールにおける電子署名のセキュリ

ティや、暗号化について学びましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

出題予想【情報処理安全確

保支援士】TPM_耐タンパ

性_ハイブリッド方式

0:04:31 動画

本講座では、耐タンパ性、TPM、ハイブリット方式について解説し

ていきます。耐タンパ性とは何か、またその技術詳細であるTPMの

機能を理解できるよう図を用いて解説しています。TPMとOSの関

係性については少しややこしいですが、情報技術の理解を深めるこ

とに役立ちます。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎

【情報処理安全確保支援

士】FQDN　完全修飾ドメ

イン　/情報セキュリティマ

ネジメント試験

0:02:50 動画

本講座では、FQDN（完全修飾ドメイン）について解説していきま

す。FQDNはドメイン名とホスト名をつなげた文字列のことです

が、それを構成するドメイン名とホスト名にはそれぞれ役割があ

り、さらにドメイン名は階層構造になっています。DNS関連の試験

対策にも役立ちますので、しっかりと理解を深めていきましょう。

1

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎 ネットワーク基礎講座① 0:44:37 動画

本講座では、AWS講座のネットワーク基礎について解説していきま

す。初学者でもわかるように、IPアドレスやルーター、CPUといっ

た、ネットワークに関する基礎知識を学びます。ネットワークに関

しての知識は、現代社会において必要不可欠な知識となりますの

で、しっかりと学習していきましょう。

8

情報セキュリティ 情報セキュリティ基礎
ネットワークセキュリティ

基礎講座①
0:08:27 動画

本講座は、AWS講座のネットワークセキュリティ編です。初学者で

も分かるように、盗聴（機密性の問題）、改ざん（正真性・完全性

の問題）、証明（認証の問題）、証明書（公開鍵証明書）、認証局

（CA）などについて基礎から丁寧に解説しています。本講座にて、

ネットワークセキュリティについて学びましょう。

2

情報セキュリティ 内部統制 内部統制講座 0:15:31 動画

内部統制は、社会的背景や会社法、JSOX法などの法的背景から、企

業において重視されています。本講座では、内部統制を目的や背景

から解説する他、ルール策定やリスク回避のポイントを具体的に見

ていきます。

※本講座は2019年7月時点の情報を元に制作しています

1

情報セキュリティ 内部統制
2021年改訂_会社の監査が

わかる講座
1:00:00

スコー

ム

本コースでは「監査とは？」ということから、監査対象・主体・根

拠法令の有無による分類、内部監査、監査役監査、監査役の概要、

公認会計士監査、監査法人等、会社の監査について解説します。会

社が受ける監査の種類や根拠法令について正しく理解し、監査に応

じた適切な対応ができるようになりましょう。

1

情報セキュリティ 内部統制
2021年改訂_やさしい内部

統制の基礎
1:00:00

スコー

ム

本コースでは内部統制について、意味や必要性、基本的要素、内部

統制の形態といった基本的なことから、内部統制の方法、内部統制

の基本整備と運用、内部統制機能、不正と誤謬、J-SOX法等といっ

た具体的な運用や関連法について解説します。内部統制を基礎から

理解し、正しく業務を遂行しましょう。

1



情報セキュリティ 内部統制
2021年改訂_今さら聞けな

い！「内部統制とは？」
1:00:00

スコー

ム

「内部統制」とは業務を適切に進めるためにルールを設け、従業員

がそのルールに基づいて業務を行っていくプロセスであり、従業員

全員の問題です。本コースでは内部統制の意義や会社法・金融商品

取引法上の内部統制と2つの法律上の内部統制の接点、内部統制実

践のために必要なことを解説します。

1

情報セキュリティ 内部統制

2021年改訂_あなたがやら

ねばならない内部統制のた

めの知識

1:00:00
スコー

ム

内部統制には活用できるメリットがたくさんあるものの、手続きの

煩雑さばかりに焦点が当てられています。本コースでは内部統制に

ついて、取締役の義務、フローチャート式による職務の文書化、公

益通報制度と内部統制制度、各種違反の事例について解説します。

内部統制の重要性を理解しましょう。

1

情報セキュリティ 内部統制
2021年改訂_従業員のため

の内部統制入門
1:00:00

スコー

ム

「内部統制」という言葉がよく聞かれるようになりましたが、内部

統制は従業員一人ひとりに関わる問題です。本コースでは従業員に

とっての内部統制について、企業の存在目的や具体的なリスク、内

部統制の目的、日本における企業不祥事と規制、業務ごとに考えら

れる内部統制について解説します。

1

情報セキュリティ 内部統制
2021年改訂_内部統制にお

ける評価と報告を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

内部統制システムは事業の効率性を確保する体制作りとコンプライ

アンス体制を意味します。本コースでは上場企業にとっての内部統

制の重要性、リスク・アプローチ、損害賠償事例、内部統制のフ

レームワークなどを解説します。内部統制システムを確立して正し

く、効率的に儲けましょう。

1

情報セキュリティ 内部統制
2021年改訂_内部告発制度

の構築と対応を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

内部告発を活かすと、企業収益を向上させ、持続的な企業の成長を

図ることができます。本コースでは内部告発対応の成功・失敗事

例、内部通報制度の構築、内部監査・モニタリングの概要とその重

要性を解説します。外部に通報される前に自浄作用によって不正行

為等を取り除き、不祥事を防ぎましょう。

1

職種別スキル カスタマーサクセス アニメで学ぶ窓口応対講座 0:08:38 動画

丁寧に接しているつもりでも、相手のことを尊重せずに対応してし

まうとクレームに繋がってしまうことがあります。本コースでは、

アサーティブコミュニケーションの基本を解説します。窓口応対の

良い例・悪い例のケース映像を見比べて、アサーティブコミュニ

ケーションの理解を深めましょう。

1

職種別スキル カスタマーサクセス 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

職種別スキル カスタマーサクセス
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



職種別スキル カスタマーサクセス
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

職種別スキル カスタマーサクセス
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

職種別スキル カスタマーサクセス 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

職種別スキル 安全衛生・５S

仕事の効率アップ「5S（整

理・整頓・清掃・清潔・

躾）」

0:34:45 動画

本講座では、5つのSのそれぞれの意味から、4つのS（整理・整頓・

清掃・清潔）の実践ポイントについて学習し、最後のS（躾）にお

ける5Sの推進方法を学びます。

・「5S」の取り組み

・4つのS（整理・整頓・清掃・清潔）の実践ポイント

・5S活動における「躾」の実践ポイント

・5S活動を当たり前のものにするために

6

職種別スキル 安全衛生・５S
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

職種別スキル 安全衛生・５S 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

職種別スキル 安全衛生・５S
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

職種別スキル 安全衛生・５S 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



職種別スキル 安全衛生・５S 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

職種別スキル 安全衛生・５S
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

職種別スキル 安全衛生・５S 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

職種別スキル 安全衛生・５S
2021年改訂_職場の安全・

衛生管理の基礎を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、「職場における安全・衛生とは何か？」ということ

から、安全衛生法と労働者、健康診断の種類や特徴、定期健康診

断、業務に応じた健康診断、海外に派遣する労働者・帰国した労働

者に対する健康診断、健康診断の受診、健康診断の結果通知、面接

指導について解説します。

1

職種別スキル 安全衛生・５S
2021年改訂_企業における

労働災害とその対策とは？
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、「労働災害とは」ということから、労働災害発生後

の対応、労働災害のリスク、労働災害発生のメカニズム、安全管理

と健康管理について解説します。労働災害の発生を未然に防ぐため

のポイントと、労働災害が発生してしまったときに会社がすべき対

応について理解しましょう。

1

職種別スキル 安全衛生・５S

2021年改訂_労働災害を防

ぐ、安全管理体制の構築と

は？

1:00:00
スコー

ム

本コースでは、安全衛生法に規定する労働災害、労働災害防止に必

要な安全衛生管理体制、安全管理者や産業医等の安全衛生に関わる

者、請負関係における安全衛生管理体制について解説します。労働

災害について関連法令を含め正しく理解し、関係機関と連携して安

全衛生管理体制を構築しましょう。

1

人事・労務・総務 ハラスメント
マタハラ・パタハラ・ケア

ハラとは何か
0:06:40 動画

昨今では、妊娠している女性本人だけではなく、家族に妊婦や小さ

な子供がいる人全体を通して、妊娠期間・子育て中の支援・対応や

法制度が整えられつつあります。本講座では、マタハラ・パタハ

ラ・ケアハラとは何かを知り、ハラスメントが起こらないような体

制づくりのポイントを解説していきます。

1

人事・労務・総務 ハラスメント
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 ハラスメント

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 ハラスメント 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

人事・労務・総務 ハラスメント
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 ハラスメント LGBT講座 0:19:13 動画

本講座では、性的マイノリティを総称してLGBTと呼んでいます。

はじめに、ＬＧＢＴ／多様な性とは何かについて学びます。それか

ら、ＬＧＢＴの人と共に働くためにどうすればよいかについて、ハ

ラスメントを未然に防止する方法やカミングアウトを受けたときに

どう接すればよいか等について紹介します。最後に、何故、企業や

ビジネスパーソンがＬＧＢＴに理解を示す必要があるかについて取

り上げます。

1

人事・労務・総務 ハラスメント
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 ハラスメント

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 ハラスメント
動画で学ぶ！ハラスメント

防止
1:19:31 動画

本講座では、ハラスメントについての基礎知識と、その対策方法に

ついて解説していきます。ハラスメント、というと、セクハラやパ

ワハラスが代表的ですが、年齢や人種など、ハラスメントの被害に

遭う事柄は様々です。ハラスメントについて正しい知識を身に着

け、すべての人が気持ちよく働ける環境を目指しましょう。

10

人事・労務・総務 ハラスメント

ハラスレイヤーと学ぶセク

シュアル・ハラスメント講

座防止

0:11:59 動画

本講座はハラスメントを起こす悪魔「デビル・ハラス」を倒すヒー

ロー、ハラスレイヤーの活躍を通してハラスメントについて学ぶシ

リーズ講座です。今回はセクシュアルハラスメント編、部下をしつ

こく食事に誘うデビル・ハラスとの戦いを通してセクハラの定義を

学びます。

1



人事・労務・総務 ハラスメント

【パワハラ】指導のつもり

でも責任を問われる職場で

の「口撃」

0:10:47 動画

本講座では、昨今取りざたされがちなパワハラについて、その特徴

や基礎知識、対処法について学んでいきます。パワハラというと、

指導に見せかけた暴力や暴言を怒鳴りつけるといった行為を想像し

がちですが、それ以外の事項もパワハラにあたることがあります。

パワハラに関する知識を正しく身に着け、ハラスメントを防止しま

しょう。

1

人事・労務・総務 ハラスメント
【セクハラ】「仕事」を口

実に異性を食事に誘ったら
0:09:18 動画

本講座では、昨今取りざたされがちなセクハラについて、その特徴

や基礎知識、対処法について学んでいきます。特に、仕事を口実に

異性を食事などプライベートな用事に誘うケースについて、注意点

や問題点を解説していきます。仕事をする上で、どのような行為が

セクハラに当たるのか、しっかり学んでいきましょう。

1

人事・労務・総務 ハラスメント

【管理職とハラスメント】

越えちゃダメ！注意指導と

ハラスメントの境界線

0:12:59 動画

ハラスメントは、上司と部下、先輩と後輩など、立場に上下関係が

ある状態では特に発生しやすい問題です。本講座では、上司から部

下へ指導を行う、部下の育成を考えるという状況下で、どのような

行為がパワハラにあたるのかを考えます。実際の状況を例にしたド

ラマ形式の教材で、分かりやすく学ぶことができます。

1

人事・労務・総務 ハラスメント

【お酒のマナー】「覚えて

ない」では済まされない 宴

席でのアルハラと忘れ物

0:10:10 動画

パワハラ、セクハラに並んで昨今よく耳にするようになったのがア

ルハラです。働くうえで、飲み会やお酒の席への参加はある程度避

けられないことではありますが、お酒に任せたハラスメントを防ぐ

ために、アルハラについて学ぶ必要があります。実際の状況を例に

したドラマ形式の教材で、アルハラについて学びましょう。

1

人事・労務・総務 ハラスメント
2021年改訂_ハラスメント

による病の労災認定を知る
1:00:00

スコー

ム

職場でのハラスメントは放っておくと企業に大きなリスクをもたら

します。本コースでは、そもそもハラスメントとは何かということ

から、セクハラ・パワハラの概要、ハラスメントと企業のリスク、

ハラスメントにより引き起こされる心の病の労災認定判断基準など

を事例に沿ってわかりやすく説明していきます。

1

人事・労務・総務 ハラスメント

2021年改訂_労使紛争リス

ク回避のポイント「セクハ

ラ・パワハラによる生じる

リスクとは？」

1:00:00
スコー

ム

セクハラ・パワハラはどの職場でも起こりうる事態で、誰でも被害

者・加害者になる可能性があります。本コースではセクハラ・パワ

ハラについてその概要や企業のリスク、予防と体制整備について解

説します。セクハラ・パワハラを放置せずに、きちんと対応できる

ようになりましょう。

1

人事・労務・総務 ハラスメント
2021年改訂_セクシャルハ

ラスメントの知識（初級）
1:00:00

スコー

ム

セクハラ防止のために必要な対策は雇用管理上必要となります。本

コースではどのような行為がセクハラに該当するかということやセ

クハラがもたらす損失、セクハラを起こさない考え方について解説

します。セクハラは「そんなつもりはなかった」では済まされませ

ん。セクハラを正しく理解して対策しましょう。

1

人事・労務・総務 ハラスメント

2021年改訂版_セクシャル

ハラスメントの知識（中

級）

1:00:00
スコー

ム

セクハラの現状や女性差別的意識・男性優位的意識・優越的地位の

乱用・男性中心性分化などのセクハラの原因、セクハラの予防策、

コンプライアンス経営の意義や必要性、事業主が講ずべき措置につ

いて解説します。より具体的にセクハラの知識や企業が講ずべき措

置への理解を深めましょう。

1



人事・労務・総務 ハラスメント

2021年改訂版_セクシャル

ハラスメントの知識（上

級）

1:00:00
スコー

ム

コプライアンス専門部署の設置や相談窓口の設置など、セクハラ防

止のために講ずべき対策や、セクハラ発生してしまった後の対応方

法や適用される法令、セクハラを行った従業員の処分などについ

て、より具体的に解説します。企業としてセクハラ防止の対策を適

切に実施できるようになりましょう。

1

人事・労務・総務 ハラスメント 2021年改訂_ハラスメント 1:00:00
スコー

ム

企業で問題になることの多いハラスメントですが、どのような行為

がハラスメントとみなされるか理解していますか？本コースでは、

ハラスメントとはということから、セクハラ、パワハラ、マタハ

ラ・パタハラ、アンコンシャスバイアスについて解説するととも

に、ハラスメントへの対応を学びます。

1

人事・労務・総務 ハラスメント
2021年改訂_セクシャル・

ハラスメントの対策を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、まずセクシャル・ハラスメント（セクハラ）の概要

や企業に及ぼす影響、セクハラの具体的ケースや裁判などの事例な

どを学びます。セクハラの基礎知識を理解した上で、セクハラの予

防策やコンプライアンス、事後対応、被害者の救済手段について解

説します。セクハラの対応策を理解しましょう。

1

人事・労務・総務 ハラスメント

2021年改訂_厳しい指導

か？パワハラか？（指導と

パワハラの境とは？）

1:00:00
スコー

ム

パワーハラスメントには、ボーダーラインにおけるあいまいさや、

加害者が無自覚だという特徴があり、予防と対策が課題となってい

ます。本コースでは、何がパワハラにあたるのかということから、

パワハラが企業・個人に与えるダメージ、パワハラが起きない職場

づくりなどを解説します。

1

人事・労務・総務 ハラスメント
2021年改訂_セクハラ発生

への対応策を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

職場でのセクシャルハラスメント（セクハラ）はどのような問題な

のかということから、セクハラの種類、相談窓口の設置などの会社

が講じるべき措置について解説します。セクハラには様々な種類が

あり、本人に自覚が無くてもセクハラとみなされることもありま

す。セクハラを正しく理解し、適切な対策をとりましょう。

1

人事・労務・総務 人事 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 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 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
人材を育成する人事評価・

人事考課講座
0:17:36 動画

本講座では、人事評価制度の基本から、目標の設定と管理のポイン

ト、評価面談の流れから、ハロー効果などの評価で陥りがちな注意

点を解説します。管理職が評価前に確認すべき内容を包括的におさ

えています。また被評価者が評価制度の基本を理解するためにもご

活用いただけます。

1

人事・労務・総務 人事
モチベーションが持続する

目標設定の仕方講座
0:30:43 動画

個人でも組織でも、設定したゴールによってモチベーションや将来

像は大きく変わってきます。本講座では、目標管理制度（MBO）の

考え方に基づいて、個人の目標、チームの目標、組織の目標の設定

の仕方を解説していきます。モチベーションアップにつながる目標

を設定し、個人、チーム、組織全ての未来へとつなげましょう。

6

人事・労務・総務 人事

2021年改訂_いませんか？

名ばかり管理職（管理職の

処遇を学ぶ）

1:00:00
スコー

ム

十分な権限や裁量もないのに管理職として扱われ、残業手当も支給

されないまま過酷な長時間労働を強いられる「名ばかり管理職」が

世間で注目を集めています。本コースでは、名ばかり管理職を防止

するための処遇に対するアプローチや管理監督者の3つの要素、法

令違反とならないための対策などを解説します。

1

人事・労務・総務 人事
2021年改訂_退職と解雇の

ポイントとは？
1:00:00

スコー

ム

企業が従業員を辞めさせたり、従業員が会社を辞める場合について

は、労働法において色々な概念・種類があります。本コースでは、

退職と解雇の法的位置づけや解雇する場合の注意点、解雇が違法・

適法とみなされるケースなどを解説します。解雇・退職について正

しく理解しましょう。

1

人事・労務・総務 人事
2021年度改訂_管理職のた

めの評価面接の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

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

人事・労務・総務 人事
2021年度改訂_成長する企

業の人事戦略を知る
1:00:00

スコー

ム

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

人事・労務・総務 人事
2021年改訂_人材募集と採

用の実際を知る
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、低コストで人を集める方法や企業が直接人を募集す

る際に気を付けるべきポイント、ネットを使って募集する方法、ハ

ローワークを使う方法、募集するときにやるべきこと・やってはい

けないことなどを解説します。企業がどのように人を集めるのか、

集める際に注意するべきことを学びましょう。

1

人事・労務・総務 人事
2021年改訂_非正規社員採

用時のコンプライアンス
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、求人の前に決めておく募集条件・労働条件、求人期

間中と面接の際の注意点、採用を決定したとき・働き始めてからの

コンプライアンス、正社員への転換など、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



人事・労務・総務 人事

2021年改訂_目標管理制度

が活きる、部下との対話法

とは？

1:00:00
スコー

ム

目標管理制度では面談やミーティングを活用してPDCサイクルを流

すことが重要です。本コースでは、面談の基本や部下との面談のポ

イント、期首・期中・期末での面談手法、面談と業績評価、面談が

うまくいかないときのテクニックなどを解説します。効率的かつ効

果的な面談で部下の能力を引き出しましょう。

1

人事・労務・総務 人事
2021年改訂_人事考課の基

本的な考え方を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

人事考課の導入は企業にとってなぜ必要なのか、正しく理解できて

いますか。本コースでは人事考課の目的や導入のポイント、考課内

容、目標管理設定、人事考課と人物評価、人事制度で失敗しないた

めのポイント、人事考課の流れなどを解説します。人事考課の考え

方や流れを理解しましょう。

1

人事・労務・総務 人事

2021年改訂_いまさら聞け

ない採用実務のイロハを学

ぶ

1:00:00
スコー

ム

採用実務も募集によって気を付けるべきポイントが異なります。本

コースでは、新卒・中卒・ベテラン・高年齢者採用時の募集方法

や、それぞれの採用における注意事項や面接のポイント、履歴書と

職務経歴書の見方、面接官の心構え、面接での質問禁止事項を解説

します。採用実務の基本的な知識を身に着けましょう。

1

人事・労務・総務 人事 人材管理の考え方 0:26:15 動画

本講座を学ぶことにより、人材の重要性、人材管理のプロセスとポ

イントについて身に着けることができます。採用・配置・評価・育

成・処遇のプロセスに沿って実施することを学習し、ただ単にプロ

セスを回すだけでなく、動機づけが重要であることを学ぶことは、

人材管理を行う上で重要です。

1

人事・労務・総務 人事 面談法 0:31:54 動画

本講座では、チームメンバーに対して効果的な面談を行うためのポ

イントや、ティーチャー、コーチ、パートナーの役割を使い分けて

相手の話を引き出す方法も学びます。面談は、メンバーそれぞれと

深く対話する絶好の機会ですので、活用しましょう。

・面談を成立させるために

・効果的な面談をするためのポイント

・面談の手順

1

人事・労務・総務 総務

2021年改訂_今さら聞けな

い！「秘密保持契約と

は？」

1:00:00
スコー

ム

秘密保持契約は契約の中でも最も頻繁にやり取りされているものの

一つといえますが、一口に秘密保持契約といっても取り交わされる

場面に応じて様々なことを検討する必要があります。本コースで

は、秘密保持契約の基礎知識や契約に含まれる主な内容、タイプの

異なる秘密保持契約について解説します。

1

人事・労務・総務 総務

2021年改訂_今さら聞けな

い！「ライセンス契約と

は？」

1:00:00
スコー

ム

「ライセンス契約」という言葉を聞いても、自分の業務には無関係

だと思われる方もいるかもしれませんが、個人や企業が開発した技

術やアイディアは意外な商品に活かされていることも多いです。本

コースではライセンス契約について、その概要や関連法律、ライセ

ンス交渉のポイントを解説します。

1

人事・労務・総務 総務

2021年度改訂_目標管理の

作り方と上手な運用法と

は？

1:00:00
スコー

ム

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



人事・労務・総務 総務
2021年改訂_ナレッジマネ

ジメントのイロハを学ぶ
1:00:00

スコー

ム

企業には様々なデータ・情報・知識があり、その共有は組織が利益

を上げていく上で非常に重要です。本コースでは、ナレッジマネジ

メントの概要や実践のメリット、実践方法などを解説します。組織

にとって必要なナレッジを見極めて、効率的に共有し、企業の業績

アップを目指しましょう。

1

人事・労務・総務 総務
2021年改訂_OJT計画の立案

と実施を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

職場内教育・企業内教育と呼ばれるOJTについて、概要や指導者の

役割、OJTの仕組みづくり、計画的なOJTのポイント、指導者によ

る成果の差、OJTの限界、ジョブ・ローテーションとCDPなどを解

説します。OJTのポイントをおさえて効率的に運用し、新入社員を

即戦力に育てましょう。

1

人事・労務・総務 総務

2021年改訂_従業員が裁判

員に選ばれた場合の会社の

対応

1:00:00
スコー

ム

2009年から施行された「裁判員制度」について、従業員が裁判員に

選ばれた場合は企業にも対応が求められます。本コースでは、制度

の概要や休暇を申し出た従業員に対する企業の対応、休みの取り扱

いなどについて解説します。従業員にきちんと説明できるように制

度を理解しましょう。

1

人事・労務・総務 総務
2021年改訂_出向・転籍の

留意点を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

出向・転籍とは何かということから、出向・転籍と配転の違い、出

向・転籍のメリット、出向を命ずるときにしてはいけないこと、出

向先から復帰させるときのポイント、出向・転籍労働者の労働条件

などについて解説します。出向・転籍の違いやメリット、留意点に

ついて理解を深めましょう。

1

人事・労務・総務 総務

2021年改訂_業績アップの

ための目標管理制度のポイ

ントを学ぶ

1:00:00
スコー

ム

目標管理がなぜ必要なのかということから、モチベーションを高め

るために何が必要なのか、目標設定のステップ、プロセス管理の重

要性、正しい結果評価、結果評価の活用など、業績をアップさせる

ための目標管理制度のポイントを解説します。メンバーのモチベー

ションを高めて目標を達成しましょう。

1

人事・労務・総務 総務
2021年改訂_ワークライフ

バランスとは何か
1:00:00

スコー

ム

ワークライフバランスが注目されるようになっていますが、正しく

理解できていますか。本コースではワークライフバランスについ

て、背景や関係者が果たすべき役割、日本のワークライフバランス

施策の全体像、労働時間に関わる施策、施策推進のポイントなどを

解説します。仕事と生活の調和を目指しましょう。

1

人事・労務・総務 労務
2022年改訂_育児介護休業

法の基礎知識
1:00:00 スコーム

仕事と生活の両立支援の実現のため、育児介護休業法が制定され、

日本の企業にも定着してきました。本コースでは、社会情勢と両立

支援の考え方や育児休業、介護休業、勤務時間短縮等の措置、深夜

業の制限、子の看護休暇、紛争解決制度、事業主の講ずべき制度な

ど、育児介護休業法の基礎知識を解説します。

1

人事・労務・総務 労務
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
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
"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 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
2021年改訂_労働基準法の

基礎知識
1:00:00

スコー

ム

労働基準法は職場における労働条件の最低基準を定めた法律です。

本コースでは、労働契約の成立時のポイントや労働者を解雇すると

きのポイント、賃金支払いの原則、労働時間・休暇に関する規定、

割増賃金などについて解説します。同法が使用者取締法規としての

性格を持っていることを認識しましょう。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_労働安全衛生

法の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立してできた法律です。

労働安全衛生法について、法の目的と事業者の責務、一般的な安全

衛生管理体制、危険防止・健康障害防止の措置、機械や危険有害物

に関する規制、安全衛生教育、健康診断、作業環境測定、派遣労働

者に係る法の適用などを解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_労働者災害補

償保険法の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

労災保険は、労働者が安心して働けるように、職場や通勤時のケガ

などに対して手厚い給付が行われるものです。本コースでは、労災

保険の制度の概要や業務災害・通勤災害に該当するケース、業務上

疾病の認定、給付基礎日額、治癒前・治癒後および死亡に関する給

付、労災保険の実務などを解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_雇用保険法の

基礎知識
1:00:00

スコー

ム

雇用保険は失業者だけではなく、現在就業している方も給付の対象

としている公的保険で、我が国のセーフティ・ネットを考える上で

重要な位置づけとなるものです。本コースでは雇用保険制度の概要

や適用範囲、被保険者資格の取得や喪失、基本手当以外の求職者給

付、教育訓練給付などを解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_労働保険徴収

法の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

労働保険料の年度更新は、社会保険料（健康保険や厚生年金の保険

料）とは異なる納付制度となっているため注意が必要です。本コー

スでは労働保険の保険関係、労働保険料の概要、労働保険料の納付

手続き、概算保険料の延納、日雇い労働者の保険料、労働保険事務

組合などについて解説します。

1



人事・労務・総務 労務
2021年改訂_健康保険法の

基礎知識
1:00:00

スコー

ム

健康保険は、医療保険制度全体で見ても中核といえる保険制度であ

り、国民健康保険とともに我が国の国民皆保険体制を下支えしてい

ます。本コースでは、特に保険給付の部分を中心に、健康保険制度

の運営主体や健康保険を受けられる家族の範囲、届出実務、標準報

酬月額、病気・ケガに対する給付などを解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_国民年金法の

基礎知識
1:00:00

スコー

ム

国民年金制度は、全国民を対象とした基礎年金としての性格を持っ

ており、公的年金制度の中でも最も重要なものであるといえます。

本コースでは、国民年金制度の成り立ちから被保険者の種類、届出

実務のポイント、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の概

要、国民年金基金などについて解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_厚生年金保険

の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

厚生年金保険における給付とは、国民年金制度における基礎年金を

土台としたプラスアルファの給付です。本コースでは、厚生年金制

度の成り立ちや届出実務、標準報酬月額、老齢厚生年金、障害厚生

年金、遺族厚生年金、離婚をした場合の特例などについて事例を交

えてわかりやすく解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_男女雇用機会

均等法の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

男女雇用機会均等法では、職場での様々な場面で起こりうる性別に

よる差別を禁止しています。本コースでは、同法の具体的な禁止事

項について、募集・採用・配置・昇進・降格・退職・定年・解雇等

の場面毎に解説します。また、間接的差別に該当するケース、女性

労働者の特例なども学びます。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_育児介護休業

法の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

仕事と生活の両立支援の実現のため、育児介護休業法が制定され、

日本の企業にも定着してきました。本コースでは、社会情勢と両立

支援の考え方や育児休業、介護休業、勤務時間短縮等の措置、深夜

業の制限、子の看護休暇、紛争解決制度、事業主の講ずべき制度な

ど、育児介護休業法の基礎知識を解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_パートタイム

労働法の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

少子高齢化が進み、就業形態が多様化する中、パートタイム労働者

が我が国の経済活動に重要な役割を担うようになりました。本コー

スでは、パートタイム労働法改正の背景やパートタイム労働者の定

義、就業規則、差別的取り扱いの禁止、賃金や教育訓練・福利厚生

の均等待遇などについて解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂版_高年齢者雇

用安定法の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

少子高齢化の進行により労働人口は全体として減少し、高年齢者の

これまでの経験や能力を有効に活用することが求められるようにな

りました。本コースでは、高年齢者雇用安定法の概要や高年齢者雇

用確保措置の義務達成への流れ、継続雇用制度のポイント、再就職

の促進のポイントなどについて解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_障害者雇用促

進法の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

障害者雇用促進法は、障がい者が自立した生活を送ることができる

よう、企業に対して雇用義務を課し、障がい者本人に対しても支援

をするための法律です。本コースでは、法の概要や事業主の雇用義

務、中小企業の障がい者雇用促進、障がい者雇用納付金の申告・納

付等について解説します。

1



人事・労務・総務 労務
2021年改訂_労働契約法の

基礎知識
1:00:00

スコー

ム

近年就業形態が多様化していることから、個別の労使トラブルも増

加傾向にあります。本コースでは、労働契約法成立の背景から始ま

り、労働契約法における労働者・使用者の考え方、労働契約の基本

的ルール、労働契約の締結・変更・終了時のポイント、労働基準法

との関係などについて学習します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_労働組合法、

労働関係調整法の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

労働組合法は、労働者の地位を向上させることを目標とする法律で

す。本コースでは、労働組合法の概要や団体交渉・労働協約・労働

委員会の救済など、労働組合法の基礎を学びます。また、憲法が保

護する労働三権の実現のために、労働組合法と労働関係調整法がど

のように規定されているかを学びます。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_労務管理と

は？(残業問題編)
1:00:00

スコー

ム

社員を残業させた場合は、残業代の支払いが生じます。これを適正

に行わないと会社は大きなリスクを負うことになります。本コース

では、時間外労働の手続きや36協定、労働時間管理の必要性、残業

申請の問題点、残業代計算の基礎となる賃金、時間外労働・休日労

働の割増、定額残業代などを解説します。

1

人事・労務・総務 労務

2021年改訂_労務管理と

は？（雇止め・雇い入れ

編）

1:00:00
スコー

ム

有期労働契約者は安易に退職させることができると思われがちです

が、契約内容等を正しく把握していないとトラブルに発展すること

もあります。本コースでは、有期労働契約者の雇入れ時の対応ポイ

ント、更新時の注意点、雇止めの予告のルール、違反した会社への

措置などを解説します。

1

人事・労務・総務 労務

2021年改訂_労使紛争リス

ク回避のポイント「懲戒処

分に関して生じるリスクと

は？」

1:00:00
スコー

ム

終身雇用・年功序列を特色とした日本型効用は崩れ、労働者の権利

意識が向上している中、懲戒処分には法的根拠や手続きへの配慮が

必要とされています。本コースでは懲戒権や懲戒の書類、ケースご

との懲戒処分、有効となる懲戒の要件などについて解説します。適

切な対応でトラブルを防ぎましょう。

1

人事・労務・総務 労務

2021年改訂_労使紛争リス

ク回避のポイント「割増賃

金支払に関して生じるリス

クとは？」

1:00:00
スコー

ム

賃金形態・就業形態が多様化し、割増賃金を適正に計算するのは難

しい作業になってきています。本コースでは、割増賃金支払いに関

するリスクや割増賃金の支払いが必要となるケース、フレックスタ

イム制適用者や年俸制適用者の割増賃金などについて、ケーススタ

ディを交えて解説します。

1

人事・労務・総務 労務

2021年改訂_労使紛争リス

ク回避のポイント「人事異

動に関して生じるリスクと

は？」

1:00:00
スコー

ム

企業は柔軟に会社組織を変動し、人事異動やそれに伴う労働条件変

更等の人事権を行使しますが、正しい手順とルールで行わないとト

ラブルになることがあります。本コースでは配転や出向、転籍、昇

進・昇格・降格の問題点と解決策を解説します。人事異動をトラブ

ルなく進められるようになりましょう。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_就業に伴う法

律知識
1:00:00

スコー

ム

企業の従業員を保護する法律にはさまざまなものがあり、企業は従

業員に対して就業にともなう法律知識を正しく理解している必要が

あります。本コースでは主に従業員の立場から、労働基準法、労働

安全衛生法、雇用保険法、厚生年金保険法など、就業にともなう法

律知識を学んでいきます。

1



人事・労務・総務 労務
2021年改訂_派遣先のため

の労働者派遣法入門
1:00:00

スコー

ム

労働者派遣の概要や業務請負との違い、労働者派遣の受入可能期

間、派遣社員に問題がある場合の対応、派遣社員の管理体制、派遣

社員に対するセクハラなど、労働者派遣について派遣社員を受け入

れる会社の立場から知っておくべきことを解説します。派遣社員を

適切に受け入れられるようになりましょう。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_直ぐに使える

労務管理とは？
1:00:00

スコー

ム

ワークライフバランスをはじめとする時短の流れの中で、労働時間

管理は、労働基準政策の中心をなしています。本コースでは労働基

準監督署の臨検や法定労働時間の基礎知識、36協定、時間外手当不

払いの場合とその罰則、法律面の運用と実務上の運用など、労務管

理についてケーススタディを交えて解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_労務管理と

は？（基礎編）
1:00:00

スコー

ム

管理者は部下を持った時点で管理責任を負い、管理者の不用意な言

動が違法行為だった場合、様々な問題が生じます。そのため、労務

管理の知識は担当部署だけでなく現場の管理者にも求められます。

本コースで労務管理に必要な法律、採用に関わる法律、就業に関わ

る法律、退職に関わる法律などを学びましょう。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_労務管理と

は？（特別編）
1:00:00

スコー

ム

雇用の多様化が進み、同じ職場に雇用形態の異なる労働者が混在し

て働いており、管理者は部下の労働契約の違いや状況に応じた対応

が求められるようになりました。本コースでは、女性労働者や正社

員とは契約形態の異なる労働者、要介護状態の家族を抱える労働者

など、特性に配慮した法律の概要を解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_派遣元のため

の労働者派遣法入門
1:00:00

スコー

ム

派遣会社が派遣社員に対してどのような義務を負うのかということ

から、請負と派遣の違い、労働者派遣事業の手続き、派遣禁止業

務、派遣期間の制限、日雇い派遣、派遣先での雇用制限の禁止、個

人情報の保護、派遣先が派遣社員の採用を希望しない場合の対応な

ど、派遣会社が知っておくべき事項を解説します。

1

人事・労務・総務 労務

2021年改訂_労働時間につ

いての基本的な考え方と

は？

1:00:00
スコー

ム

現場の管理者にとって部下の労働時間の管理は重要なことです。本

コースでは、労働時間の原則と特例、労働時間と休憩時間の長さと

の関係、休憩の3原則とその例外、法定休日、休日の振替と代休の

違い、36協定の要件と効果、割増賃金の支払義務が生じる場合、労

働が重複する場合の割増率などを解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_ルールに基づ

く時間外労働の管理を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

時間外労働の管理について、正しい知識を持っていますか。本コー

スでは、36協定の概要や変形労働時間制での時間外労働、法定労働

時間を超えた場合の割増賃金、割増賃金の計算の基礎となる賃金、

残業代の代わりに定額の手当てを支給する方法、年少者・妊産婦の

時間外労働などを解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年度改訂_労働時間・

休暇・休日のイロハを学ぶ
1:00:00

スコー

ム

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



人事・労務・総務 労務

2021年度改訂_労働契約・

就業規則・労使協定の基礎

を学ぶ

1:00:00
スコー

ム

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

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_裁量労働制と

は？
1:00:00

スコー

ム

自由な働き方として注目されている裁量労働制について、正しく理

解できていますか。本コースでは裁量労働制の概要や残業代の支払

い、深夜労働、裁量労働制が適用される業務、実施手続き、裁量労

働制を導入する際の留意点を解説します。企業・労働者ともに裁量

労働制の正しい知識を身に着けましょう。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_労働時間の管

理・運用法を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

労務管理において理解しておくべき労働基準法について、概要や適

用される会社、労働時間と休憩時間、法定労働時間と時間外労働、

法定休日、休日の運用法、年次有給休暇について解説します。労働

基準法や法に基づいた労働時間、休日等を正しく理解して労務時間

を管理・運用しましょう。

1

人事・労務・総務 労務

2021年改訂_現場の生産性

を高める意識改革の方法と

は？

1:00:00
スコー

ム

よい職場は従業員のモラールも高く、定着率もよく、生産性も上が

ります。本コースでは、現場の生産性を高める意識改革の方法とし

て、経営戦略の重要性や現場に浸透させるポイント、モラールを向

上させるキーワード、権限移譲の進め方、成功・失敗したときの指

導方法、職場の雰囲気作りなどを解説します。

1

人事・労務・総務 労務

2021年改訂_労働時間弾力

化の制度設計と運用実務を

学ぶ

1:00:00
スコー

ム

多種多様な現代の産業構造下では、労働基準法で定められている法

定労働時間を守ることが難しい企業もあります。本コースでは、変

形労働時間制の種類やシフトの作成方法、フレックスタイム制。専

門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制の概要や制度導入の要

件などを解説します。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_使用者が労働

者に対して負う義務を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、労働契約やプライバシーの保護、健康配慮義務、賃

金の全額支払義務、労働組合活動、安全配慮義務、労働災害の保証

など、使用者が労働者に対してどのような義務を負うのか解説しま

す。企業として労働者に何をしなければならないのか、損害賠償と

なるケースもふまえ、正しく理解しましょう。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_企業における

安全衛生管理体制の構築
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、企業における安全衛生管理体制の構築について、衛

生管理者・安全管理者・産業医の選任、労働基準監督署への報告、

作業主任者とは、安全衛生委員会の設置、安全衛生管理体制の具体

的運用について解説します。安全衛生管理体制の構築のために必要

なポイントを理解しましょう。

1

人事・労務・総務 労務
2021年改訂_労働時間弾力

化のイロハを学ぶ
1:00:00

スコー

ム

多種多様な現代の産業構造下では、労働基準法で定められている法

定労働時間を守ることが難しい企業もあります。そのため、労働基

準法では例外として法定労働時間の弾力化を認めています。本コー

スでは労働時間の弾力化の考え方や、労働時間弾力化の方法、フ

レックスタイム制やみなし労働時間制などを解説します。

1



人事・労務・総務 労務

2021年改訂_労働基準法に

基づく休暇と休日の与え方

を学ぶ

1:00:00
スコー

ム

休日と休暇、休日の振替と代休の違いや、年次有給休暇の時期指定

権について正しく説明することができますか。本コースでは、労働

基準法における休暇と休日の違い、休日の振替、ゆとり休暇、特別

休暇制度、年次有給休暇の考え方・与え方・比例付与・計画的付与

について解説します。

1

製造 品質管理 品質の基礎と顧客の要求 0:46:58 動画

企業では、品質の良い製品やサービスをつくることで、お客様の信

頼を獲得していくことが欠かせません。そしてそのためには、お客

様の要望をしっかりと知ることが必要不可欠です。本講義では、品

質はお客様の要求とどう関係しているのか、どのような点に気をつ

けて品質管理を行え ばよいかを学習します。

4

製造 品質管理
2022年改訂_品質管理と品

質改善活動
1:10:35 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。※本講座は「品質管理と品質改善活動」の

改訂コースです。

6

法務 インサイダー取引 インサイダー取引 0:18:04 動画

インサイダー取引とはどういうものなのか、インサイダー取引をす

るとどうなるのか、インサイダー取引を未然に防ぐためにはどうす

ればいいか、といった疑問を解消するために、事例を踏まえてイン

サイダー取引について解説します。

※本講座は2018年7月時点の情報を元に制作しています

1

法務 インサイダー取引

【インサイダー取引】社外

秘の新製品情報をうっかり

知人に漏らしたら

0:10:58 動画

インサイダー取引、という言葉は、ニュースや新聞などで見かける

こともしばしばありますが、それがいったいどんなものなのか、

知っている人はあまり多くありません。本講座では、誰しもが犯す

リスクのある、インサイダー取引についての基礎知識と、その対策

について学んでいきます。

1

法務 インサイダー取引
2021年改訂_インサイダー

取引とは何か
1:00:00

スコー

ム

インサイダー取引（内部者取引）は金融商品取引法で禁止される有

価証券取引です。本コースでは、インサイダー取引とは一体どのよ

うな取引かということから、インサイダー取引における「会社関係

者等」「公表前」「重要事実」の定義、インサイダー取引が発覚し

た場合の罰則等を解説します。

1

法務 コンプライアンス基礎知識 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

法務 コンプライアンス基礎知識 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



法務 コンプライアンス基礎知識
事例に学ぶ！コンプライア

ンス
0:36:51 動画

「コンプライアンス」という言葉を耳にしたことがある人は多いの

ではないでしょうか。昨今、コンプライアンス違反や不祥事に関す

るニュースは毎日のように目にします。本講座では、様々な事例を

通じて「コンプライアンス」を正しく理解し、不祥事や不正が発生

する背景を学びます。

5

法務 コンプライアンス基礎知識

【管理職と不正会計】業績

目標未達の危機！？もしも

不正会計に手を染めたら

0:08:56 動画

本講座では、職場で起こる「管理職の不正会計」のケースと必要な

心構え、対応をドラマ形式の教材によって短時間で解説していきま

す。想定されるケースは、とある会社で業績達成が困難な状況に追

い込まれたチームと、その新任マネージャーの対応についてです。

管理職が理解しておくべき知識と心構えを学びましょう。

1

法務 コンプライアンス基礎知識

【営業パーソンと不正行

為】「軽い気持ち」で懲戒

解雇も？本当に怖い従業員

不正の話

0:09:44 動画

本講座では、ドラマ形式の教材によって、職場で起こる「営業パー

ソンの不正行為」のケースと必要な心構え、対応を解説していきま

す。想定されるケースは、とある会社での取引先との商談や外出の

機会が多い営業パーソンを対象に、従業員不正の事例とペナルティ

を解説していますので、営業マンの育成にご活用ください。

1

法務 コンプライアンス基礎知識

【個人情報の取扱い】第三

者提供の同意だけでOK？

データの利活用は焦らずに

0:12:28 動画

本講座では、職場で起こる「個人情報の取扱い」のケースと必要な

心構え、対応をドラマ仕立ての教材によって解説していきます。想

定されるケースは、とある会社にて、AIで収集した自社商品の利用

者情報を他社に販売するという企画を実施するか否か、という場面

です。企業活動での適切なデータ利活用を解説していきます。

1

法務 コンプライアンス基礎知識

【営業秘密】ライバル企業

に転職した後輩が営業秘密

を持ち出した？

0:07:41 動画

本講座では、職場で起こる「営業秘密」のケースと必要な心構え、

対応を、ドラマ仕立ての動画教材によって解説していきます。想定

されるケースは、退職した社員が、営業秘密を持ち出したのではな

いか、という疑惑をめぐるトラブルです。社外秘はどの企業にもあ

るものですので、その取扱いや重要性について学びましょう。

1

法務 コンプライアンス基礎知識

【コンプライアンスとは】

誠実でなければ会社が危な

い？新しい時代のコンプラ

イアンス

0:10:04 動画

本講座では、職場における「コンプライアンス」に必要な知識と心

構えを、ドラマ仕立ての動画教材で解説していきます。想定される

ケースは、ある企業でのコンプライアンス研修にて、企業の倫理的

価値観による対応に疑問を持った社員が、様々な不祥事事例をもと

に企業コンプライアンスの基本を学んでいきます。

1

法務 コンプライアンス基礎知識

【役員・経営幹部候補のコ

ンプライアンス】頼れる上

司が執行役員に就任 いつか

取締役になったら

0:16:50 動画

本講座では、役員・執行役員・経営幹部候補に必要な知識と心構え

をドラマ形式の教材によって解説していきます。前半では、執行役

員・経営幹部候補に向けて、執行役員に期待される役割と法的位置

づけ、後半は、「役員」の会社法上の位置づけのほか、取締役の

「善管注意義務」と「忠実義務」を裁判例をもとに解説します。

1

法務 コンプライアンス基礎知識
2021年改訂_従業員のため

のコンプライアンス
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、「法令違反するとどうなるか」ということから、コ

ンプライアンスの概要、従業員の立場から守らなければならない会

社法や知的財産権、労働法などの法令の内容を解説し、具体的な対

応を学びます。人事担当者や管理者が新入社員をはじめとする入職

者研修に使用するのに適しています。

1



法務 コンプライアンス基礎知識
2021年改訂_Essentialコン

プライアンス
1:00:00

スコー

ム

コンプライアンスの概要、何を遵守するのか、コンプライアンス経

営をするために何をしなければならないのか、現代社会におけるコ

ンプライアンス経営の重要性について解説します。「コンプライア

ンス」について正しく理解し、コンプライアンス経営に必要なこと

を実践していきましょう。

1

法務 コンプライアンス基礎知識
2021年改訂_Advancedコン

プライアンス
1:00:00

スコー

ム

コンプライアンス体制の構築に必要なことや監査体制の構築、コン

プライアンス・マニュアル作成のポイントや段取り、周知徹底のポ

イント、コンプライアンス経営実践状況の監査と改善措置について

解説します。コンプライアンス体制の構築に必要なポイントをより

具体的に学びましょう。

1

法務 コンプライアンス基礎知識
2021年改訂_30分で学ぶコ

ンプライアンス
0:30:00

スコー

ム

法令を無視するとどうなるのかということから、コンプライアンス

の重要性、従業員の活動に関係する法令とコンプライアンス、従業

員が実践するコンプライアンス経営などを解説します。コンプライ

アンスの重要性を正しく理解し、日頃の業務の中でどのようなこと

に気を付けなればいけないのか理解しましょう。

1

法務 その他企業法務
2021年改訂_不正競争防止

法とは？
1:00:00

スコー

ム

不正競争防止法は事業者間の不正な競争を防止する種の法律です。

本コースでは、不正競争防止法の概要から不正競争にあたる周知表

示混同惹起行為・著名表示冒用行為・商品形態模倣行為・営業秘密

に係る不正競争行為・技術的制限手段に対する不正競争行為・ドメ

イン名に係る不正競争行為などを解説します。

1

法務 下請法 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

法務 下請法

【下請法／下請代金の減

額】代償は安くない？下請

事業者への値下げの「お願

い」

0:08:53 動画

本講座では、「下請法違反」のケースと必要な心構え、対応をドラ

マ仕立ての動画教材で解説していきます。想定されるケースは、と

ある企業にて、赤字の想定されるやり取りの中で、取引先に連絡し

て仕入れ額の減額を考えるケースです。下請け会社に対して、どの

ような行為が違法に当たるのか、しっかりと学びましょう。

1

法務 下請法 2021年改訂_下請法とは？ 1:00:00
スコー

ム

親事業社と下請業者との関係は、公正取引委員会がその適正化を推

進しています。下請法が適用される範囲は、製造業者に限定される

わけではありません。本コースで下請法の概要や適用範囲、親事業

者の義務や禁止事項、違反事業者に対する措置などを学び、下請法

違反企業とならないようにしましょう。

1

法務 下請法
2021年改訂_下請法の基礎

知識を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

下請法とはどのような法律なのかということから、下請法の適用対

象となる取引、トンネル会社規制、買いたたき以外で下請代金の減

額により問題が生じるケース、親事業者の禁止行為の具体的内容、

支払期日の法定・発注内容の書面化・交付義務、発注内容の書面に

記載すべき事項などについて解説します。

1



法務 下請法
2021年改訂_誰でもわかる

正しい下請取引
1:00:00

スコー

ム

親企業と下請企業との取引の構造は時代に合わせて変化していま

す。本コースでは、下請代金支払遅延等防止法の概要や親事業者の

義務である発注書面の交付・下請代金の支払期日、買いたたき・発

注後の不当な返品・下請代金の不当な減額等の親事業者が禁止され

ている行為について解説します。

1

法務 会社法
2021年改訂_Essential 会社

法
1:00:00

スコー

ム

「会社」についての様々な側面を定めている法律が会社法です。会

社法を知らないで、会社の活動を行うことはできません。本コース

では、コーポレートガバナンスとはどのようなものかということか

ら、株式会社を動かす機関や監査、株式会社の社員の地位や権利、

重要な原則などについて解説します。

1

法務 会社法
2021年改訂_Advanced 会社

法
1:00:00

スコー

ム

会社法の基本概念や、株式会社の設立手続きや定款の作成、株式の

意義や権利内容による株式の分類、株主平等原則、株式会社の機関

や株主総会の招集手続、株式会社の財務政策など、「essential会社

法」よりもさらに踏み込んだ内容まで学習します。法務部、総務部

に所属する方には必須の知識です。

1

法務 環境法
2021年改訂_Essential 環境

法
1:00:00

スコー

ム

環境問題は国や地域を超えて地球規模の問題となっており、企業の

環境責任は汚染の進行とともに強化・拡大されています。本コース

では、地球環境問題の現状や世界・日本の環境法、公害に対する取

り組みと関連法律、廃棄・リサイクル等に関する法律、会社と環境

問題の関係、環境マネジメントについて解説します。

1

法務 環境法
2021年改訂_Advanced 環境

法
1:00:00

スコー

ム

世界と日本の環境法の整備状況や公害を防ぐための各種規制、廃

棄・リサイクル・エネルギーに関する法律、企業に要求される環境

管理など、「essential環境法」よりも更に踏み込んだ内容まで学習

します。国際的な視点も織り交ぜながら、環境問題について学んで

いきましょう。

1

法務 企業法務
【契約の基本】なぜ契約書

を結ばないといけないの？
0:08:28 動画

本講座では、「契約」の基本について、ドラマ仕立ての動画教材に

よって短時間で解説していきます。想定されるケースは、とある会

社の法務部門にて、契約書のずさんな管理が発覚し、またそれが

きっかけで取引先への連絡を巡った押し問答トラブルが発生した場

面です。契約書の取り扱いについて、もう一度確認しましょう。

1

法務 企業法務
2021年改訂_確定給付企業

年金法の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

現在の日本の企業年金は確定給付企業年金、確定拠出年金にシフト

しています。本コースでは、日本の年金制度の全体像から企業年金

制度普及の背景、確定給付企業年金制度導入の背景、規約型と基金

型の違い、支給要件や給付の種類、年金制度間の移行の関係、これ

からの企業年金について解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_確定拠出年金

法の基礎知識
1:00:00

スコー

ム

確定拠出年金はやり方によって、年金額を資産の何倍にもすること

ができ、あるいは元本を下回ってしまうこともあります。本コース

では、日本の年金制度の仕組みから確定拠出年金の概要、企業型と

個人型の違い、確定拠出年金のメリット、確定拠出年金の給付の要

件、運用の仕組みと商品の概要等を解説します。

1



法務 企業法務
2021年改訂_企業を取り巻

くリーガルリスクを学ぶ
1:00:00

スコー

ム

これからの時代はコンプライアンス経営をして、リスクを管理する

体制がなければ企業として生き残れません。本コースでは契約締結

過程、履行補助者の過失、拡大損害など契約において生じるリーガ

ルリスクや不法行為となる事例を、判例を交えて解説します。ま

た、今すぐできるリーガルリスク対応を解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_企業の営業秘

密管理法を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

企業価値の源泉は他社との差別化にあり、営業秘密が漏洩しないよ

うに管理することは企業の価値を守るために必要なことです。本

コースでは、営業秘密の管理のあり方について、物理的・技術的・

人的・組織的管理について解説するとともに、営業秘密が侵害され

た場合の民事的・刑事的保護についても解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_改正民法（債

権法の基礎知識）
1:00:00

スコー

ム

民法に関して約120年ぶりに抜本的改正が行われ、2020年4月に施行

予定になっています。本コースでは、短期消滅時効の廃止、法定利

率の引き下げ、事業用融資の保証で必要となる公正証書、契約不適

合責任など、約200にも及ぶ改正点の中から、ビジネスパーソンに

必須の項目を厳選して解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_顧客データ管

理法を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

顧客情報は企業にとって貴重な資産ですが、外部からも狙われやす

く、情報が漏洩してしまうと企業の信用を失う恐れがあります。本

コースでは顧客データを適切に管理し、情報漏洩を防ぐために何を

講ずべきか、顧客データ管理関する法律やプライバシーマーク制度

の概要も含めて解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_金融法務と

は？
1:00:00

スコー

ム

金融業における各種取引についての法的な根拠や規制について体系

的に学びましょう。預金取引の契約の性質やイレギュラーな事態へ

の対応、貸付取引の実務で起こりがちなトラブルとその防止策、内

国為替業務・外国為替業におけるポイント、銀行の基本業務と付随

する業務などについて解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_人権問題の発

生を防ぐ
1:00:00

スコー

ム

募集・採用時の差別的取り扱いやセクハラ・パワハラなど、さまざ

まなシーンに見られる人権侵害を取り上げて、事前にそれらの発生

を防止するための知識や問題発生後の対応策を習得します。本コー

スは、人事担当者や管理者が、職場における人権問題の発生を防ぐ

ために活用するのに適しています。

1

法務 企業法務
2021年改訂_契約・取引と

法律の関係を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

商談の成立後に、その内容を確定させるのが契約の締結です。債権

の回収など、契約の内容次第で会社の業績が大きく変わることすら

あります。本コースでは契約の概要や成立要件、有効要件、契約の

効力、契約と法律との関係、契約書作成の基本ルールやチェックポ

イントを解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_入門 金融商品

取引法
1:00:00

スコー

ム

金融商品販売業務に従事する方が理解しておきたい金融商品取引法

について、金融商品取引法の目的や特徴、規制対象商品、有価証券

とは何を指すか、集団投資スキーム、デリバティブ取引、金融商品

取引業者の種類・行為の規制、特定投資家と一般投資家の区分など

の基礎知識を解説します。

1



法務 企業法務

2021年改訂_刑事責任が追

求される会社と従業員の行

動とは？

1:00:00
スコー

ム

軽い気持ちで行っていたことが、実は違法行為に該当して刑事責任

が追及されることになることもあります。本コースでは、経費・交

通費精算、備品の取り扱い、企業秘密の取り扱い、著作権にまつわ

る不正行為など、従業員の立場から普段の勤務において刑事責任が

追及されるケースを学習します。

1

法務 企業法務 2021年改訂_入門 倒産法 1:00:00
スコー

ム

民事訴訟手続きとは別に、倒産処理手続きがある場合について学習

します。倒産処理手続きの必要性、倒産した会社の債権や今後の取

引、破産手続開始前の強制執行手続の効力、売掛金債権の保証人へ

の請求、融資先が倒産した際の抵当権の実行、再生計画が履行され

なかったときの対処法などを解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_手形法・小切

手法とは？
1:00:00

スコー

ム

主に高額の商談で企業間の決済に用いられるのが手形や小切手で

す。手形や小切手を使う上で注意すべきことは、いずれも法律で定

められています。本コースでは、手形・小切手の概要や約束手形の

基礎、注意すべき約束手形、為替手形のしくみ、小切手のしくみな

どについて解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_インターネッ

ト時代の商取引規制を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

インターネットを介して物やサービスを売買することが当たり前に

行われるようになりましたが、一方で様々なトラブルが想定されま

す。本コースでは、消費者が電子商取引をするときに関連する電子

消費者契約法の概要や、関連する民法の錯誤規定、錯誤特則が適用

されないケース、契約の成立時期などを解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_知っておきた

い株式公開の実務
1:00:00

スコー

ム

広く一般投資家が株主となることによって、会社が「個人企業」か

ら「社会的な存在」に変わることが株式公開です。本コースでは、

株式公開とは何かということから、株式公開のメリット・デメリッ

ト、株式公開に関する留意点、将来の業績見通しのポイント、各種

整備などについて解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_抵当権と競売

の関係を知る
1:00:00

スコー

ム

抵当権と競売の関係について、物上保証と根抵当、共同抵当、第三

取得者の対応策、マンション管理費の未納を放置した場合どうなる

か、競売の現状と問題点、競売入札の三大ポイント、入札から落札

までの流れ、入札する際に重要となる資料3点セット、競売入札代

行業者のメリット・デメリットについて解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_カルテル・入

札談合の具体事例を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

どのような行為が独占禁止法違反となるか正しく認識できています

か。本コースでは、独占禁止法違反となる価格カルテルについて、

明示の合意がある事例・黙示の合意しかない事例・他社の値上げに

追随した場合を解説します。続いて、違反となる共同ボイコット、

共同開発、共同販売などを解説します。

1

法務 企業法務
2021年度改訂_株主総会の

基礎知識・非公開会社編
1:00:00

スコー

ム

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



法務 企業法務
2021年改訂_入門・金融

サービス提供法
1:00:00

スコー

ム

金融商品販売担当者として理解しておきたい金融商品販売法につい

て、法のねらいや規制の対象、重要事項の説明と具体例、説明義務

の基準となるもの、金融商品販売法と消費者契約法、国内円預金販

売時・外貨預金販売時・投資信託販売時の例を解説します。金融商

品販売のポイントを理解しましょう。

1

法務 企業法務
2021年改訂_株主総会運営

者のための基礎知識を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

株主総会の準備段階で注意すべきことや議事シナリオの構成、リ

ハーサルのポイント、取締役・監査役の説明義務の範囲、子会社・

関連会社に関する説明義務、執行役員の株主総会における責務、議

事運営と総会屋対策、株主懇談会を開催する際の注意点、マスコミ

への公開などを解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_会社法に基づ

く機関設計のイロハとは？
1:00:00

スコー

ム

会社の機関について正しく理解していますか。本コースでは、会社

の機関の意義と目的、機関の特色、公開会社の定義と要求される機

関設計、大会社の定義と要求される機関設計、非公開会社の定義と

要求される機関設計、指名委員会設置当会社の定義と要求される機

関について解説します。

1

法務 企業法務

2021年改訂_ケーススタテ

゙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

法務 企業法務
2021年改訂_会社設立の手

続と方法を知る
1:00:00

スコー

ム

会社設立の手続と方法を学びましょう。本コースでは、会社法に定

められた会社の種類、会社の種類ごとの法的違い、株式会社設立の

概要、発起設立と募集設立の手続き、不当な会社財産の形成に対す

る規制、発起人の権限、定款に記載した設立費用額を超えた場合の

超過額の負担などについて解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_役員・新株・

定款の基礎知識を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、役員の選任・解任、解任された役員の権利・義務、

名目的役員の責任、新株発行と株主、新たに株主となる権利の移

転、不当な新株発行に対する事前の法的手段、定款の有効範囲、定

款違反の株主総会決議など、企業をめぐる役員・新株・定款の意

義・役割等に関する基礎知識を解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_企業取引規制

の基礎を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

独占禁止法は経済秩序の基本を定める経済法の中でも、最も基本的

なルールを定めるものであり、経済憲法といわれることがありま

す。本コースでは、独占禁止法の目的や私的独占における排除・支

配とは何か、不当な取引制限、違反したときのリスク、特定商取引

法、消費者契約法などについて解説します。

1

法務 企業法務 2021年改訂_入門・出資法 1:00:00
スコー

ム

金融業では必須の「出資法」の概要を学びます。出資法の概要、利

息制限の適用範囲、高金利の処罰、グレーゾーン金利、多重債務者

問題の対策、預かり金の禁止、浮貸し等の禁止、金銭貸借の媒介手

数料の制限について解説します。出資法改正のポイントについても

理解を深めましょう。

1



法務 企業法務
2021年改訂_入門・マネー

ロンダリング防止法
1:00:00

スコー

ム

マネーロンダリングを防止するために、金融機関ではどのような措

置を講じる必要があるのでしょうか。本コースでは、顧客の本人確

認に必要な書類、本人確認の方法、本人確認記録の作成・保存のポ

イント、本人確認が必要な取引は何か、顧客が本人確認に応じない

ときの対処法などを解説します。

1

法務 企業法務

2021年改訂_金融機関の窓

口販売員に必要な法律知識

とは？

1:00:00
スコー

ム

金融機関の窓口販売員に必要な法律知識として、消費者契約法や金

融商品販売法、金融商品取引法、法律相互の関係を解説します。預

金・保険・投資信託といった金融商品別の問題事例と注意すべきポ

イントもあわせて学び、金融商品の窓口販売業務に就く上で必要な

知識を身に着けましょう。

1

法務 企業法務
2021年改訂_プロバイダ責

任制限法とは？
1:00:00

スコー

ム

プロバイダ責任制限法の制定経緯から適用される対象、プロバイダ

が負う損害賠償責任、被害者・発信者からの損害賠償請求の制限、

発信者情報開示請求の要件、発信者情報を開示するまでの手順、問

題となる権利侵害の類型、プロバイダ責任制限法ガイドラインなど

について解説します。

1

法務 企業法務
2021年改訂_ インターネッ

ト犯罪の対応を学ぶ
1:00:00

スコー

ム

匿名性が高いなどの特徴からインターネット犯罪は増加傾向にあり

ます。本コースでは、インターネット犯罪の概要やワンクリック詐

欺・オークション詐欺・フィッシング詐欺・ネットでの誹謗中傷・

不正アクセスなどのインターネット犯罪の概要を解説します。イン

ターネットを利用上の危険を正しく理解しましょう。

1

法務 景品表示法 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

法務 景品表示法
2021年改訂_不当景品類及

び不当表示防止法とは？
1:00:00

スコー

ム

企業が不当景品類及び不正表示防止を守らないと、消費者をだます

行為として処罰されます。本コースでは、景品表示法の概要や法律

における用語の定義、懸賞付販売や総付景品など景品についての規

制、優良誤認や積極的表示義務など表示についての規制、違反行為

に対する措置などを解説します。

1

法務 景品表示法
2021年改訂_何が不当表示

にあたるのか？
1:00:00

スコー

ム

景品表示法は、一般消費者がより良い商品・サービスを選択できる

ように、その表示内容・方法について一定の規制を定めるもので

す。本コースでは、景品表示法における「表示」の定義や不当表示

の内の優良誤認表示・有利誤認表示の概要や違反したときのリス

ク、指示告示について解説します。

1

法務 景品表示法

2021年改訂_入門 不当景品

類・不当表示防止法（景品

表示法）

1:00:00
スコー

ム

適正な商品表示をすれば、よりよい商品を安全に消費者に提供で

き、企業の社会的信用を形成、維持、継続することができます。本

コースでは、景品表示法の目的や内容、優良誤認・有利誤認の概

要、内閣総理大臣が指定する表示、景品についての規制、公正競争

規約、違反に対する罰則などを解説します。

1



法務 国際法務
2021年改訂_外国為替と国

際取引の関係
1:00:00

スコー

ム

為替の変動は、企業の利益を大きく左右するリスク要因の一つで

す。また、外国為替と国際取引には、守らなければならない様々な

規則も存在します。本コースでは、外貨と外貨預金の基本から、外

国送金及び支払等の基本知識、資本取引におけるポイント、貿易と

規制の仕組み等について解説します。

1

法務 国際法務 2021年改訂_国際法務入門 1:00:00
スコー

ム

本コースでは、日本経済と関係の深いアメリカと中国の司法制度、

国際取引における契約書作成上の諸問題、国際取引紛争・国際投資

等に関する諸問題について解説します。国際的な製造責任やセク

シュアルハラスメント、知的財産権の保護についても学びます。国

際法務の幅広い内容を効率よく学びましょう。

1

法務 国際法務
2021年改訂_基礎用語50で

読む英文契約書
1:00:00

スコー

ム

国際間の取引を行うには、英文契約書の締結が必要になります。本

コースでは、国際契約がどのようにして成立するかということから

国際法務の基本を身につけ、英文契約書のポイントについてサンプ

ルを見ながら学んでいきます。実際の文章を読み上げる英語の発音

を聞きながら学習しましょう。

1

法務 国際法務
2021年度改訂_基礎からわ

かる国際法務 パート３
1:00:00

スコー

ム

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

法務 国際法務
2021年改訂_国際取引契約

の作成と進め方
1:00:00

スコー

ム

運輸・通信技術が目覚ましい発展を遂げた今日、国際取引の比重は

ますます重いものとなっています。本コースでは国際法務の入門的

知識ともいえる、国際取引に潜むリーガルリスクや契約締結の準備

段階で気を付けるべきこと、契約書作成の心構え、契約書における

注意点などを解説します。

1

法務 国際法務
2021年改訂_基礎からわか

る国際法務 パート２
1:00:00

スコー

ム

グローバル化に伴い海外の企業と契約を結ぶ機会も増加していま

す。本コースでは国際法務のうち、製造物責任の概要から対応の基

本、製品安全のためのガイドライン、独占禁止法違反にならないた

めの企業の立場からの考え方や国際取引における取引の制限、知的

財産権などについて解説します。

1

法務 国際法務
2021年改訂_基礎からわか

る国際法務 パート１
1:00:00

スコー

ム

グローバル化に伴い海外の企業と契約を結ぶ機会も増加していま

す。本コースでは国際法務の内、売買契約について解説します。国

際売買における契約と書面や書式のやり取り、レター・オブ・イン

テント、国際貿易売買における貿易条件、商品の品質保証、代金決

済、信用状取引について解説します。

1

法務 債権管理
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



法務 債権管理
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

法務 債権管理
2021年改訂_債権管理と回

収の基礎を学ぶ パート１
1:00:00

スコー

ム

債権とはどのようなものか、正しく理解できていますか。本コース

では、債権とは何かということから、債権の発生原因、取引上のト

ラブル防止のための信用調査、商業登記簿・不動産登記簿の意義と

見方、物的担保の種類や性質、抵当権・根抵当権の概要、実務でよ

く使われる非典型担保について解説します。

1

法務 債権管理
2021年改訂_Essential債権

回収と法律
1:00:00

スコー

ム

倒産するような取引先との取引を避けるためにはどうすべきでしょ

うか。本コースでは、取引を開始するときに注意すべきことや、役

に立つ担保取得とその効果、取引継続中の債権管理・保全、債権回

収の基礎知識などを解説します。営業担当の方、新入社員の方や入

社２～3年目の方には必須の内容です。

1

法務 債権管理
2021年改訂_Advanced債権

回収と法律
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、取引開始時の与信管理・契約管理の手順や直接・間

接調査、取引継続中の債権・担保管理、任意回収の原則や強制的な

債権回収のポイントなどを解説します。「Essential債権回収と法

律」よりも、さらに踏み込んだ内容まで学習します。営業担当の

方、リーダークラスの方には必須の内容です。

1

法務 債権管理
2021年度改訂_債権管理と

回収の基礎を学ぶ パート２
1:00:00

スコー

ム

「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

法務 知的財産権 著作権法 0:34:45 動画

著作権法のポイントと、WEB・メール・映像・写真・音楽などの各

コンテンツ固有の取扱いなどの基礎知識を身に着けます。また事例

を通して日常の行為に潜む著作権法違反の行為についても説明しま

す。

&nbsp;

※本講座は2018年1月時点の情報を元に制作しています。

1

法務 知的財産権
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

法務 知的財産権

【著作権・商標権】営業資

料にイラストを「無断使

用」したら巨額の使用料を

請求される？

0:09:18 動画

ネットで見つけたイラストをそのまま資料に使用していませんか？

本講座では意外と理解されていない著作権法について解説します。

著作物とは何か、著作権の侵害とはどういうことか、また著作権を

侵害してしまった場合のリスクについて理解し、著作物を正しく扱

えるようにしましょう。

1



法務 知的財産権 2021年改訂_特許法とは？ 1:00:00
スコー

ム

知的財産権のうち、発明に関する特許に関わる法律が特許法です。

特許の侵害が莫大な損害賠償の対象となる一方で、特許の保持が企

業の収益に大きく貢献することもあります。本コースでは、特許権

とは何かということから、特許出願手続きの流れ、特許権の効力な

どについて解説します。

1

法務 知的財産権 2021年改訂_商標法とは？ 1:00:00
スコー

ム

知的財産権のうち、トレードマークなどの商標にかかわる法律が商

標法です。ブランド価値が経営資源の重要な要素として評価される

中で、商標の保護は重要な権利となっています。本コースでは、商

標とは何かということから商標登録の要件、商標権の侵害など頻繁

に改正される商標制度について体系的に学びます。

1

法務 知的財産権
2021年改訂_著作権法と

は？
1:00:00

スコー

ム

知的財産権の中でも近年特に重要性を増しているのが著作権です。

本コースでは、著作権の概要から著作者の権利の内容、コンピュー

タと著作権、著作権とビジネス、著作権の侵害と訴訟について解説

します。どのようなことが著作権の審議となるのか、著作権を侵害

してしまった場合のリスクを正しく理解しましょう。

1

法務 知的財産権 2021年改訂_意匠法とは？ 1:00:00
スコー

ム

意匠権とはいわば物品の「デザイン」を保護するものです。本コー

スでは意匠権・意匠法の概要や意匠法特有の制度、意匠権登録の要

件・手続、意匠権の効力と知財戦略、侵害者に対する対応などにつ

いて解説します。意匠権・意匠法について正しい知識を身につけ

て、他社とのトラブルを未然に防ぎましょう。

1

法務 知的財産権
2021年改訂_身近に潜む知

的財産権の侵害を知る
1:00:00

スコー

ム

知的財産権は、発明等の知的創造物についての権利と商標等の営業

標識についての権利の二つに分けることができます。本コースで

は、知的財産権の中でも特に問題が生じやすい商標権と著作権につ

いて、身近に潜む侵害行為や侵害した際のペナルティ、権利侵害の

具体例などを見ていきます。

1

法務 知的財産権

2021年改訂_標識・デザイ

ンに関する知的財産の実務

を学ぶ

1:00:00
スコー

ム

デザインに関する知的財産の実務を理解するために、意匠権・意匠

法について解説します。そもそも意匠とはどのようなものかという

ことから、意匠法の保護対象、意匠登録の要件、意匠権の効力、部

分意匠制度、組織の意匠、商標権の概要、商標権の侵害など、知的

財産の実務を学びましょう。

1

法務 知的財産権
2021年改訂_著作権のイロ

ハを学ぶ
1:00:00

スコー

ム

著作権について正しく理解していないと、資料作成などの時に知ら

ずに著作権を侵害してしまう恐れがあります。本コースでは著作権

の概要から著作物の要件、二次的著作物、職務著作、共同著作権、

著作者人格権、著作権の制限などについて解説します。著作権を正

しく理解して適切に取り扱いましょう。

1

法務 知的財産権
2021年改訂_知的財産権と

は何か？
1:00:00

スコー

ム

知的財産制度とは、知的創作活動によって生み出されたもの（知的

財産）を、創作した人の権利（知的財産権）として保護する制度の

ことです。本コースでは、知的創作物・営業標識についての権利や

特許権の概要、著作権の概要について解説します。特許権、著作権

の理解を深めましょう。

1



法務 独占禁止法

【独占禁止法】小売店への

「安売りやめて」は法律違

反？

0:10:20 動画

本講座では、「独占禁止法違反」のケースと必要な心構え、対応を

ドラマ仕立ての動画教材にて解説していきます。想定されるケース

は、とある会社にて、自社のヒット商品の安売りをやめるよう、販

売店へ要請を出そうとする社員のケースです。独占禁止法につい

て、基本的な知識と実例を学びましょう。

1

法務 独占禁止法
2021年改訂_Essential独占

禁止法
1:00:00

スコー

ム

独占禁止法は機能がますます強化され、取り締まりが非常に厳しく

なっています。本コースでは、独占禁止法の目的や概要、私的独占

行為の内容、企業結合に関する規制、カルテルの定義やカルテルに

対する措置、不公正な取引の定義や具体例などを解説します。経済

憲法とも呼ばれる独占禁止法の理解を深めましょう。

1

法務 独占禁止法
2021年改訂_Advanced独占

禁止法
1:00:00

スコー

ム

独占禁止法の4つの規制とその範囲、独占禁止法違反事件の処理手

続、私的独占の定義と主体、カルテルの定義、カルテルとされる要

件、カルテルに対する措置など「Essential独占禁止法」よりもさら

に踏み込んだ内容まで学習します。営業担当の方、リーダークラス

の方には必須の内容です。

1

法務 役員
2021年改訂_取締役の果た

すべき責務とは？
1:00:00

スコー

ム

会社法では取締役についてどのような規定をしているのでしょう

か。本コースでは、取締役の一般的・個別的義務、善管注意義務を

怠った場合の責任追及、競業・利益相反取引を行った場合の責任追

及、役員の責任免除と軽減の規定、内部統制システム構築義務な

ど、会社と取締役の法的な関係を解説します。

1

法務 役員
2021年改訂_監査役の果た

すべき責務とは？
1:00:00

スコー

ム

監査役・監査役会はどのような役割を担っているのでしょうか。本

コースでは、監査役の役割、監査役の選任と終任の要件、監査役の

権限や義務、監査役の差止請求が認められるケース、監査役の報

酬、監査役会の権限と機能、監査役の会社・第三者に対する責任な

どについて解説します。

1

法務 役員

2021年度改訂_監査役と監

査役会の基礎知識・非公開

会社編

1:00:00
スコー

ム

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

法務 役員
2021年改訂_社外取締役の

果たすべき責務とは？
1:00:00

スコー

ム

本コースでは、社外取締役になるための資格や社外取締役の設置が

必要となる会社、設置することのメリット、設置するための手続、

社外取締役となった者の職務上の義務、職務上の義務に違反した場

合に問われる責任、責任限定契約、第三者に対する責任、名目的取

締役となった社外取締役の責任などを解説します。

1

法務 役員
2021年改訂_執行役の果た

すべき責務とは？
1:00:00

スコー

ム

指名委員会等設置会社では、執行と監督を分けることで、業務執行

者に対する取締役会の監督機能の強化と改善を狙っています。本

コースでは、指名委員会等設置会社における執行役の資格・権限・

義務、代表執行役の役割、執行役と会社の関係、会社・第三者に対

する執行役の責任などについて解説します。

1



法務 役員
2021年改訂_ケーススタ

ディー取締役の責務とは？
1:00:00

スコー

ム

取締役にはどのような義務があるのでしょうか。本コースでは、会

社法における取締役の一般的義務・個別的義務の内容、善管注意義

務を怠った場合の責任追及、役員の責任免除と軽減に関する規定、

内部統制システム構築義務、経営判断の原則、株価が暴落した場合

の責任などを解説します。

1

法務 役員

2021年改訂_監査役と監査

役会の基礎知識・公開会社

編

1:00:00
スコー

ム

監査役は、取締役の職務執行や会計業務を監査するための機関で

す。本コースでは、公開会社における監査役の地位や、監査役が負

う義務、監査役の責任、監査役会の概要、監査役会設置のポイン

ト、監査役会設置会社の特例について解説します。公開会社におけ

る監査役の役割や監査役会の権限を理解しましょう。

1

法務 役員
2021年改訂_株主代表訴訟

と取締役・監査役の責務
1:00:00

スコー

ム

株主代表訴訟とは、株主が会社に代わって役員等に、会社に対する

損害賠償を請求することができる制度のことで、企業の規模を問わ

ず提起されることがあります。本コースでは、株主代表訴訟の概要

や手続きの流れ、株主代表訴訟への日頃の備えや予兆を察知する方

法、訴訟が提起された場合の対応の流れを解説します。

1


