
NO シリーズ名 コース名 学習目標

1 最新技術／動向（W3）シリーズ IoT ビジネスのアイディエーション
・IoT ビジネスのアイディア発想法を知る
・多様な利害関係者とのビジネス生態系を描写できるようになる

2 最新技術／動向（W3）シリーズ 顧客価値と IoT ソリューション
・顧客の課題発見とIoTソリューションのラフデザインを行えるようになる
・顧客のROI（投資対効果）に関する基本的な考え方を知る

3 最新技術／動向（W3）シリーズ データサイエンス入門　～今、データで何ができるのか～
・データ活用のアイディアを発想する手法を理解できる
・データサイエンスをビジネスで活用するための PDCA 運用方法が理解できる

4 最新技術／動向（W3）シリーズ R言語によるデータ分析入門
・R言語の概要、基本的な使用法を理解する
・データ分析の基本的な考え方を事例とともに理解する

5 最新技術／動向（W3）シリーズ Python 入門　～なぜ Python が選ばれるのか～
・Python で何ができるのか、最新技術をどう動かしているのかについて、概要を説明できる
・Python の基本文法を習得し、簡単なプログラムを Python で書くことができる

6 最新技術／動向（W3）シリーズ Python 活用　～機械学習に向けて～
データ解析で使用する Python ライブラリの基本的な使い方を理解できる

7 最新技術／動向（W3）シリーズ データドリブンが生む新たな産業革命
ビッグデータが起こした産業革命の背景を知り、今後を見通せるようになる

8 最新技術／動向（W3）シリーズ データドリブンがもたらす新たなビジネス
・現在ビッグデータがどういう考え方でビジネスに活かされているのかを知る
・自身の関わっているデータから新しいビジネスモデルを考えるための情報を得る

9 最新技術／動向（W3）シリーズ エンジニアこそ知っておくべき、IT ビジネスの商流と契約
ITビジネスにおいて結ぶ契約の注意点を知る

10 最新技術／動向（W3）シリーズ システム開発における事故から学ぶ紛争対応と予防 
システム開発において多発する契約事故とその論点を知って予防の意識を高める

11 最新技術／動向（W3）シリーズ アジャイル入門　～現場改善のススメ～
・アジャイル開発の導入を前向きに検討できる
・現在抱えている課題の解決策がアジャイルの観点で見つかる
・アジャイル開発についてもっと勉強したい、同僚に薦めたいと感じられる

12 情報技術チュータなし　シリーズ 【Java SE 6対応】 Java プログラミング Step1：チュータなし
Javaプログラミングなどに関する知識の習得・簡単なコーディングの実践・Javaにおけるオブジェクト指向プログラミングの理解・基本的
なJava API、ファイルI/O・例外処理の理解・簡単なJavaプログラム作成

13 情報技術チュータなし　シリーズ 【Java SE 6対応】 Java プログラミング Step2：チュータなし
・Java SE6 における GUI プログラミングの基礎を習得する・サーバサイド Java や JSP Servlet の基礎を習得する・Java Beans の利用
法を習得する・Java SE6 における Web アプリケーション構築の基礎を習得する

14 情報技術チュータなし　シリーズ 【Java SE 6対応】 Java プログラミング Step3：チュータなし
・マルチスレッド、ファイル I/O などの応用的なプログラミングの理解・データベースとしての Java DB の基礎的な理解・JavaDB を活用したJDBC/サーブレットなどの利用や、
データベースアプリケーション構築の理解、ネットワークプログラミングとして  HTTP クライアントの作成、ストリームソケット、マルチキャスト、RMI などの理解

15 情報技術チュータなし　シリーズ 【Java SE 6 対応】実践力養成 Java プログラミング演習：チュータなし
・Javaの基本的な文法、オブジェクト指向を利用し、プログラミングに適切な形で実装できる。
・Java で GUI を使用したアプリケーションが組めるようになる。

16 情報技術チュータなし　シリーズ
【Java SE 8 対応】 Java プログラミング Step1：チュータなし

最新のJava SE 8を通したJava プログラミング技法の学習。
Javaプログラミングのための文法の理解、新機能ラムダ式の理解、実習を通したオブジェクト指向プログラミングに関する基礎的な知識
を身に着けること。

17 情報技術チュータなし　シリーズ
【Java SE 8 対応】 Java プログラミング Step2：チュータなし

 ・Java SE8におけるGUIプログラミングの基礎（JavaFX）を習得する
 ・サーバサイドJavaやJSP Servletの基礎を習得する
 ・Java Beansの利用法を習得する

18 情報技術チュータなし　シリーズ C言語プログラミング Step1：チュータなし
・一般的なプログラミングの概念の理解 
・C言語の基礎の理解 
・基本的な関数や制御文を使った簡単なCアプリケーションの作成

19 情報技術チュータなし　シリーズ Visual C# プログラミング：チュータなし
C# による小規模なコマンドラインアプリケーションを書けることと、オブジェクト指向言語の基本概念を習得することが目標です。
より具体的には以下を目標とします。 
　・C# の概要の理解 

20 情報技術チュータなし　シリーズ Visual Basic .NET プログラミング：チュータなし
Visual Basic .NET による小規模なコマンドラインアプリケーションを書けることと、オブジェクト指向言語の基本概念を習得することが目
標です。
具体的には以下を目標とします。

21 情報技術チュータなし　シリーズ SQL言語：チュータなし
・表内の行および列を、任意の順番に取り出すことができるようになります。
・表へ新規に行を追加したり、表内の行を変更／削除したりできるようになります。
・表内の行をさまざまな形で加工して取り出すことができるようになります。

22 情報技術チュータなし　シリーズ プログラミングの基礎：チュータなし
・プログラムから見たコンピュータについての知識の習得 
・よく使われるいくつかのプログラミング言語についての理解 
・プログラムの基本､「変数」「条件分岐」「繰り返し」を組み合わせる方法についての理解 

23 情報技術チュータなし　シリーズ Eclipseで学ぶ！実務 C言語プログラミング：チュータなし
・一般的なプログラミングの概念の理解
・C言語の基礎の理解
・ポインタの概念の理解とその利用方法

24 情報技術チュータなし　シリーズ HTML Step1：チュータなし
・HTML規格の理解 
・HTMLの基本的なタグと画像を使った簡単なWebページの作成 
・作成したファイルのWWWサーバへの転送

25 情報技術チュータなし　シリーズ HTML Step2：チュータなし
・テーブルやフレームを使ったページの作成 
・イメージマップの作成 
・スタイル シートの設定 

26 情報技術チュータなし　シリーズ HTML5：チュータなし
・HTML5の概要を確認する
・マルチデバイスに対応するための技術を理解する
・スタイルシート（CSS）、Flashの代替利用など、HTML5を実践で利用する方法を学ぶ

27 情報技術チュータなし　シリーズ XML Step1：チュータなし
・オブジェクトに合わせたデータ構造の記述 
・スタイルシートによるプレゼンテーションの方法  
・DTD によるデータ構造への制約

28 情報技術チュータなし　シリーズ UNIX Step1：チュータなし
・UNIX クライアントを利用するための環境の構築 
・UNIX ネットワークへの参加 
・UNIX の基本コマンドを使ったファイル､ディレクトリ管理

29 情報技術チュータなし　シリーズ Windows Server 2012 R2：チュータなし
次のことを理解できるようになる。
・Windows Server 2012の導入
・ユーザー管理

30 情報技術チュータなし　シリーズ Windows Server 2019：チュータなし
次のことを理解できるようになる。
・Windows Server 2019の導入
・ユーザー管理

31 情報技術チュータなし　シリーズ ネットワーク TCP/IP Step1：チュータなし
・ネットワーク アーキテクチャの理解 
・ネットワーク プロトコルの理解 
・TCP/IPの基本的なメカニズムの理解 

32 情報技術チュータなし　シリーズ ネットワーク TCP/IP Step2：チュータなし
・各種ネットワーク サーバーの構築 
・UNIX 系の OS 以外の環境とのファイル共有
・インターネットとの接続

33 情報技術チュータなし　シリーズ Linux Step1 - サーバ構築・管理の基礎：チュータなし
Linux における以下の内容を理解し、実際の管理の際に必要な基礎知識を得ます。
　・Linuxの概要
　・Linuxのインストール

34 情報技術チュータなし　シリーズ Linux Step2 - インターネットサーバ構築・管理：チュータなし
Linuxによるシステム構築、ネットワーク構築や、Linuxサーバ構築のために必要な知識を幅広く学習します。
・Sambaの導入方法の理解、ユーザ認証とアクセス制御の理解
・ディレクトリサービスとLDAPの理解

35 情報技術チュータなし　シリーズ Oracle入門：チュータなし
・Oracle の概念および Oracle アーキテクチャに関する知識の習得
・表領域およびユーザーの作成と管理ができるようになる
 ・表の作成と管理ができるようになる

36 情報技術チュータなし　シリーズ データベースの基礎：チュータなし
・RDBMS の総合的な理解  
・SQL の構文とその種類や意義の理解 
・RDBMS の設計や管理の概要の理解 

37 情報技術チュータなし　シリーズ オブジェクト指向分析・設計：チュータなし
・オブジェクト指向の基本概念と用語の理解  
・UMLの概念と表記の理解  
・オブジェクト指向プログラミングの基本概念の理解  

38 情報技術チュータなし　シリーズ システム設計：チュータなし
プロダクトマネジャーや上級SEの指導の元に、基本設計、外部設計、内部設計を行えるシステム設計スキル、および設計成果物の作成
スキルを習得する。

39 情報技術チュータなし　シリーズ はじめての情報技術：チュータなし
IT全体の概念、コンピュータの仕組み、プログラミングの仕組み、ネットワークの仕組み、データベースの仕組み、アルゴリズムの仕組み
の基礎理解

40 情報技術チュータなし　シリーズ はじめてのアルゴリズム：チュータなし
フローチャート 、制御構造、簡単なアルゴリズム、ソート、サーチ、データ構造とアルゴリズムなどの代表的で基本的なアルゴリズムにつ
いて、体験的な学習をとおして根本概念の理解を目標とします。
後に基礎学習を実施す際に、抵抗なく学習できるだけの体験的概念理解ができます。

41 PDU 取得シリーズ プロジェクトマネジメントのためのコミュニケーション技術 （10PDU取得：リーダーシップ）
・コミュニケーションの基本スキルを習慣づける。
・プロジェクトメンバーとスムーズで効果的なコミュニケーションをはかれるようになる。
・コミュニケーション計画を作成できるようになる。

42 PDU 取得シリーズ プロジェクトマネジメントのためのプレゼンテーション（10PDU取得：リーダーシップ）
・プレゼンテーションに必要な資料の作り方や話し方など基本的な知識を身につける。
・プレゼンテーションを分析、計画、実行、確認、改善、のサイクルで行うことで継続的に上達させることができるようになる。
・プロジェクト・マネジャーとして望まれるプレゼンテーションについて、「要求事項収集」、「ステークホルダーの期待のマネジメント」、「実

43 PDU 取得シリーズ プロジェクトマネジメントのためのリーダーシップ（10PDU取得：リーダーシップ）
・組織におけるリーダーシップについて理解する。
・チームや部下一人ひとりの能力レベル、モチベーションのレベルを見極め、適切に対処する具体的スキルを身につける。
・組織ビジョン構築・共有、チーム目標達成に向けた行動を管理するスキルを身につける。

44 PDU 取得シリーズ 会議の目的とファシリテーション （10PDU取得：リーダーシップ）
・ファシリテーションの重要性を理解し、ファシリテーターとしての心構えと基本的なスキルを身につける。
・話し合いの目的にあったファシリテーションができるようになる。
・効果的なファシリテーションによって、最適な結果を導くことができるようになる。

45 PDU 取得シリーズ ソフトウェア資産管理 （4PDU取得：ストラテジー）
・ SAM 概論 ソフトウェア資産管理の目的と必要性を理解する
・ SAM 導入の準備 実態調査から導入にかけての動き、過程を理解する
・ SAM の構築 管理対象となる資産の把握、管理規定や利用手順などを理解する

46 PDU 取得シリーズ 財務分析のための企業会計ベーシック（10PDU取得：ストラテジー） 
・会計用語の意味を正しく理解する
・損益計算書（P/L）、貸借対照表（B/S）、キャッシュフロー計算書（C/S）の仕組みとそれぞれの役割を理解する
・財務諸表から自社や他社について分析し、対策を考えられるようになる

47 PDU 取得シリーズ DX 時代の IT 戦略基礎 ～ EA を活用した中長期情報化計画作成～（14PDU 取得：ストラテジー）
EAの手法を学ぶと同時に、情報システムのあるべき姿をどのように明確にしていくかを学びます。中長期情報化計画を作成できるよう
になることを目指しています。
・全体システム化計画（EA）が何故必要かを理解する

48 PDU 取得シリーズ イノベーションを生み出すデザイン思考 ～基礎から活用まで～（12PDU取得：ストラテジー）
このコースを通して以下の概念を学習し、デザイン思考の基礎的な概念を習得する。
・デザイン思考とは
・イノベーションとは

49 PDU 取得シリーズ EVM 導入による実践的プロジェクトマネジメントの基礎（6PDU取得：テクニカル）
以下の理解
・EVM概説とメリット
・PDCAサイクルとEVM

50 PDU 取得シリーズ アジャイル実務ガイド 要説（10PDU取得：テクニカル）
・アジャイルで一番重要な基本概念が理解できる
・アジャイルを実践するうえで必要となる環境について理解できる
・アジャイルを実践するためのプラクティスについて理解できる

51 PDU 取得シリーズ 実践的プロジェクトマネジメント再入門（3PDU取得：テクニカル）
・プロジェクトとは何かを理解する
・プロジェクトの立上げ、計画、実行、監視、終結の一連の流れについて理解する
・プロジェクトの流れのそれぞれのフェーズの要点を理解する

52 PDU 取得シリーズ DX時代の IT サービスマネジメント基礎（12PDU取得：ストラテジ―）
　以下について理解する。
　・サービス事業で用いられる用語、サービスマネジメントの基本的な概念
　・価値共創、プラットフォーム戦略、リーンなど、DX時代における経営課題

53 PDU 取得シリーズ 課題設定力と解決実行プロセス(10PDU取得：リーダーシップ)
・自分の求められている役割を認識し、チームの中核として責任を全うする
・主体的に問題解決に取り組む
・上司や顧客など、関係者への主体的な働きかけ・調整を行う

54 PDU 取得シリーズ 成果を出すタイムマネジメント（10PDU取得：リーダーシップ）
・タイムマネジメントの基本的な知識とタイムマネジメントの実践方法を身につける
・タイムマネジメントを継続的に行うことで、部下や部署の生産性をアップし、メンバー全員が時間をより有効に活用できるようになる
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55 PDU 取得シリーズ パフォーマンスを上げるロジカル・シンキング（10PDU取得：リーダーシップ）
・客観的に筋の通った結論を導くことができる
・見落とされていた機会や脅威を発見できる
・効率的に問題発見や問題解決ができる

56 スキル診断テストシリーズ スキル診断テスト　Java
ABCの3段階評価 
A･･･実務に必要な全般的な基礎知識が身についている 
B･･･知識に偏りがある、もしくは全般的な理解度が薄い 

57 スキル診断テストシリーズ スキル診断テスト　C言語
ABCの3段階評価 
A･･･実務に必要な全般的な基礎知識が身についている 
B･･･知識に偏りがある、もしくは全般的な理解度が薄い 

58 スキル診断テストシリーズ スキル診断テスト　C++
ABCの3段階評価 
A･･･実務に必要な全般的な基礎知識が身についている 
B･･･知識に偏りがある、もしくは全般的な理解度が薄い 

59 スキル診断テストシリーズ スキル診断テスト　Visual C++
ABCの3段階評価 
A･･･実務に必要な全般的な基礎知識が身についている 
B･･･知識に偏りがある、もしくは全般的な理解度が薄い 

60 スキル診断テストシリーズ スキル診断テスト　HTML
ABCの3段階評価 
A･･･実務に必要な全般的な基礎知識が身についている 
B･･･知識に偏りがある、もしくは全般的な理解度が薄い 

61 スキル診断テストシリーズ スキル診断テスト　UNIX
ABCの3段階評価 
A･･･実務に必要な全般的な基礎知識が身についている 
B･･･知識に偏りがある、もしくは全般的な理解度が薄い 

62 スキル診断テストシリーズ スキル診断テスト　TCP/IP
ABCの3段階評価 
A･･･実務に必要な全般的な基礎知識が身についている 
B･･･知識に偏りがある、もしくは全般的な理解度が薄い 

63 スキル診断テストシリーズ スキル診断テスト　XML
ABCの3段階評価 
A･･･実務に必要な全般的な基礎知識が身についている 
B･･･知識に偏りがある、もしくは全般的な理解度が薄い 

64 スキル診断テストシリーズ スキル診断テスト　Linux
ABCの3段階評価 
A･･･実務に必要な全般的な基礎知識が身についている 
B･･･知識に偏りがある、もしくは全般的な理解度が薄い 

65 組み込み技術シリーズ これからのものづくり　～製品企画から運用までの流れ～
・ものづくりプロセス（製品開発）の各フェーズの概要や基礎を知ること
・「現状と課題」と「これから」に向けて課題解決の必要性について知ること

66 Officeシリーズ Word 2010 Learning （入門から活用まで）：チュータなし
・第1章～第5章で、Wordの基本操作を覚える、・第6章・第7章で印刷物としての、レイアウト、メリハリ、カラーリングなど、文書の見栄えをよくするためのWord機能を使いこなして、
企画書、報告書、分析ドキュメントなどを作成し、事例を通して総合的に学習する、・第8章で作成したデータを保存・印刷・管理するための操作について学習する

67 Officeシリーズ 操作で学ぶ！ Word 2013 Learning（入門から活用まで）
Word の基本操作を覚える
文書の保存方法を習得する
Word機能を使いこなす。企画書、報告書、分析ドキュメントなど、事例に沿って総合的に学習する

68 Officeシリーズ Word 2016 Learning（入門編）
Word の基本操作を覚える
・文書の保存方法を習得する
・リボンやタブを理解する

69 Officeシリーズ Word 2016 Learning（入門から活用まで）
Word の基本操作を覚える
・文書の保存方法を習得する
・リボンやタブを理解する

70 Officeシリーズ Excel 2010 Learning （入門から活用まで）：チュータなし
・第1章～第5章で、Excelの基本操作を覚える
・第6章・第7章で印刷物としての、レイアウト、メリハリ、カラーリングなど、文書の見栄えをよくするためのExcel機能を使いこなして、企画
書、報告書、分析ドキュメントなどを作成し、事例を通して総合的に学習する

71 Officeシリーズ 操作で学ぶ！ Excel 2013 Learning（入門から活用まで）
Microsoft Excel 2013 を利用した表やグラフの作成手順と編集方法について学習します。
作成したデータを保存・管理・印刷するための操作についても学習します。

72 Officeシリーズ Excel 2016 Learning（入門編）
Excel の基本操作を覚える
　・Excel 2016 の最新機能を理解する
　・ブックの保存方法を習得する

73 Officeシリーズ Excel 2016 Learning（入門から活用まで）
Excel の基本操作を覚える
　・Excel 2016 の最新機能を理解する
　・ブックの保存方法を習得する

74 Officeシリーズ Excel 2016 Learning（入門から活用まで）課題演習つき
Excel の基本操作を覚える
・Excel 2016 の最新機能を理解する
・ブックの保存方法を習得する

75 Officeシリーズ PowerPoint 2010 Learning：チュータなし
PowerPoint 2010の基本操作を身につけるだけでなく、「情報をどうまとめるか」というプレゼンの考え方や、全体のデザインを統一する
方法を学習し、訴求力が高く、効果的なプレゼンテーション資料を制作できるようになる。

76 Officeシリーズ 操作で学ぶ！ PowerPoint 2013 Learning（入門から活用まで）
PowerPoint 2013 の基本操作の習得だけでなく、「情報をどうまとめるか」というプレゼンテーションの考えかた、全体のデザインを統一
する方法を学習します。

77 Officeシリーズ PowerPoint 2016 Learning（入門編）
PowerPoint の基本操作を覚える
　・スライドの作成方法を習得する
　・スライドの編集方法を習得する

78 Officeシリーズ PowerPoint 2016 Learning（入門から活用まで）
PowerPoint の基本操作を覚える
　・スライドの作成方法を習得する
　・スライドの編集方法を習得する

79 Officeシリーズ PowerPoint 2016 Learning（入門から活用まで）課題演習つき
PowerPoint の基本操作を覚える
・PowerPoint の基本操作を覚える
・スライドの作成方法を習得する

80 語学チュータなしシリーズ TOEIC(R) L&R TEST 総合実力養成コース：チュータなし
レッスンで知識を習得し、練習問題を多くこなすことによってTOEIC（R）テストの各Partに応じた解答力・総合力を身につけること。

81 語学シリーズ TOEIC(R) L&R TEST 470点直前対策テスト
TOEIC（R）テストにおいて想定のスコアをクリアすること。
総合実力養成コース:　レッスンで知識を習得し、練習問題を多くこなすことによってTOEIC（R）テストの各Partに応じた解答力・総合力を
身につけること。

82 語学シリーズ TOEIC(R) L&R TEST 600点直前対策テスト
TOEIC（R）テストにおいて想定のスコアをクリアすること。
総合実力養成コース:　レッスンで知識を習得し、練習問題を多くこなすことによってTOEIC（R）テストの各Partに応じた解答力・総合力を
身につけること。

83 語学シリーズ TOEIC(R) L&R TEST 上級者 直前対策テスト（730点以上）
TOEIC（R）テストにおいて想定のスコアをクリアすること。
総合実力養成コース:　レッスンで知識を習得し、練習問題を多くこなすことによってTOEIC（R）テストの各Partに応じた解答力・総合力を
身につけること。

84 語学シリーズ 早川式～レベル別 TOEIC(R) L&R TEST スコアアップセミナー
TOEIC(R) L&R TEST の目標のスコアに達するための効率的な学習方法を知る。

85 語学チュータなしシリーズ 英文ビジネスeメール入門(A)[依頼・確認・お礼]編：チュータなし
必要最低限の表現を使って、簡単かつ実用的なビジネスメール（依頼・確認・お礼について）を自力で作成できるようになる。

86 語学チュータなしシリーズ 英文ビジネスeメール入門(B)[問合せ・打合せ設定・発注]編：チュータなし
必要最低限の表現を使って、簡単かつ実用的なビジネスメール（問合せ・打合せ設定・発注について）を自力で作成できるようになる。

87 語学チュータなしシリーズ 英文ビジネスeメール入門(C)[お知らせ・お詫び・招待]編：チュータなし
必要最低限の表現を使って、簡単かつ実用的なビジネスメール（お知らせ・お詫び・招待について）を自力で作成できるようになる。

88 語学シリーズ 呉燕先生とステップアップ中国語～入門編
・中国語検定準４級レベルの文法を理解する。
・中国語の発音を徹底的に身につける。
・日常会話における基礎コミュニケーション能力を身につける。

89 語学シリーズ English Aya Pod シーズン１
学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。

90 語学シリーズ English Aya Pod シーズン２
学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。

91 語学シリーズ English Aya Pod シーズン３
学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。

92 語学シリーズ English Aya Pod シーズン４
学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。

93 語学シリーズ English Aya Pod シーズン５
学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。

94 語学シリーズ English Aya Pod シーズン６
学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。

95 語学シリーズ English Aya Pod シーズン７
学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。

96 語学シリーズ English Aya Pod シーズン８
学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。

97 語学シリーズ English Aya Pod フルシーズン（#1to4）
学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。

98 語学シリーズ English Aya Pod フルシーズン（#5to8）
学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。

99 ビジネススキルシリーズ ビジネスマナー
・よりよい人間関係を築くために必要な、適切な行動とルールを理解する。
・電話応対のマナーを理解し、適切な電話応対を理解する。
・お客様への応対・応接時のマナーを理解し、状況に応じた適切な接客方法について理解する。

100 ビジネススキルシリーズ ビジネス文書
・わかりやすく簡潔な文章を書くコツを学び、文書作成の基本的原則を理解する。 
・よいビジネス文書とはいかなるものなのかを理解する。

101 ビジネススキルシリーズ ビジネスマインドと仕事の進め方
「学生から社会人になるための意識改革」と「社会人になるための心の準備」を行う。 
働くことの意義を感じ、モチベーションを高める。 
会社や仕事について前もって知ることにより、新入社員としての不安感を解消するとともに、スムーズに会社（組織）での仕事を始められ

102 ビジネススキルシリーズ 働き方を変える！タイムマネジメント
計画性の向上、大きめの仕事の作業分割による効率化や、予定外の仕事への適切な対処などにより、仕事の効率を 5～10% 改善でき
るようになることを目指す

103 ビジネススキルシリーズ 実践的プロジェクトマネジメント入門
・プロジェクトとは何かを理解する
・プロジェクトの立上げ、計画、実行、監視、終結の一連の流れについて理解する
・プロジェクトの流れのそれぞれのフェーズの要点を理解する

104 ビジネススキルシリーズ 会社の数字　入門
・仕事をする上で、コスト・経費を意識できるようになる。　
・会社の数字に関する基礎的な用語の理解ができるようになる。
・入社後に必ず出てくる基本レベルの経理用語が理解できるようになる。

105 ビジネススキルシリーズ 会社の数字
・会社の経済活動におけるモノとお金の流れを理解し、コスト感覚を養う。 
・ 「売上」「利益」などの身近な数字から、「資本金」「株価」などの経済用語まで、仕事を進めていくうえで必要な数字の知識を身につける。 
・ 「損益計算書」や「バランスシート」の見方を身につける。

106 ビジネススキルシリーズ ネットセキュリティ
・情報セキュリティとはいかなるものかを知り、その対策の重要性を理解する。 
・どのようなときにセキュリティが守られなくなるのかを理解する。 
・初歩的なセキュリティ対策の方法を理解する。

107 ビジネススキルシリーズ コンピュータの基礎知識
・コンピュータで何ができるかを説明できるようになる。 
・コンピュータのしくみやデータ処理の方法を説明できるようになる。

108 ビジネススキルシリーズ ネットワークの基礎知識
・ネットワークの構成について説明できるようになる。 
・OSI 参照モデルと TCP/IP のちがいについて説明できるようになる。 
・IP アドレスの意味と役割について説明できるようになる。 
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109 ビジネススキルシリーズ 簿記の基礎知識
本コースは、簿記の基礎的な知識の習得を目的として作成されています。 全体の流れとしては、取引と簿記の仕組みを理解することに始まり、仕訳、決算、財務諸表の作成まで
が取り上げられています。  各取引とその仕訳に、最も多くの時間を割り当てました。数多く示されている仕訳例をひとつひとつ確認しながら、基本をしっかり習得してください。 ま
た本コースを受講することで、日商簿記検定3級試験に必要な基礎的な知識を身につけることができます。

110 ビジネススキルシリーズ 動画で学ぶ！労働安全衛生の基礎知識
・安全に仕事をする意識を持てるようになる

111 ビジネススキルシリーズ 今すぐ実践！ドラマで学ぶこれからのキャリアと働き方
・自律的キャリア構築の必要性について自分事としてとらえ、行動の必要性に気づく
・キャリア構築の基本的な枠組みについて理解する
・キャリア構築のための具体的な行動計画を作成する

112 マネジメントスキルシリーズ チームが活性化するコミュニケーション
部下とのコミュニケーションを円滑にし、部下の能力も伸ばしつつ、チーム全体が活性化することを目指します。

113 マネジメントスキルシリーズ 成果を出すタイムマネジメント
自分だけでなく、部下そして部署全体の時間管理ができるようになります。

114 マネジメントスキルシリーズ 説得力のあるプレゼンテーション
社外や上司などを納得させられる魅力的なプレゼンテーションができるようになります。また、自分のプレゼンテーションを振り返り、次に
生かす方法まで学習することで、継続的に上達できるようになります。

115 マネジメントスキルシリーズ 目標を達成させるリーダーシップ
・リーダーだからこそ陥りやすい危険な罠（能力、信念、常識の罠）を回避できる。
・チームや部下一人ひとりの能力レベル、モチベーションのレベルを見極め、適切に対処するスキルを身につける。
・組織ビジョン構築・共有、チーム目標達成に向けた行動の管理をするスキルを身につける。

116 マネジメントスキルシリーズ 売れる仕組みをつくりだすマーケティング
顧客視点に立った商品・サービスの売れる仕組みを提案できるようになる。

117 マネジメントスキルシリーズ パフォーマンスを上げるロジカル・シンキング
・客観的に筋の通った結論を導くことができる
・見落とされていた機会や脅威を発見できる
・効率的に問題発見や問題解決ができる

118 マネジメントスキルシリーズ 課題設定力と解決実行プロセス
・自分の求められている役割を認識し、チームの中核として責任を全うする
・主体的に問題解決に取組む
・上司や顧客など、関係者への主体的な働きかけ・調整を行う

119 マネジメントスキルシリーズ 会議の目的とファシリテーション
・ファシリテーションの重要性を理解し、ファシリテーターとしての心構えと基本的なスキルを身につける。
・話し合いの目的にあったファシリテーションができるようになる。
・効果的なファシリテーションによって、最適な結果を導くことができるようになる。

120 マネジメントスキルシリーズ 企業会計ベーシック

121 マネジメントスキルシリーズ 管理職のための労務管理
事例学習、事例模擬体験を通して、労務管理について管理職としての心構え、適切な考え方・判断・実行力を身に付ける。

122 行動基準シリーズ 職場のメンタルヘルス（セルフケア）
・セルフケアの必要性・重要性を理解する。
・自身のストレスへの気づき・把握ができるようになる。
・必要な対処や相談ができるようになる。

123 行動基準シリーズ 職場のメンタルヘルス（ラインケア）
・ラインケアの必要性・重要性を理解する。
・職場環境の改善に取り組めるようになる。
・管理者として、部下のメンタルヘルス不調を早期に発見し、対応できるようになる。

124 行動基準シリーズ 職場のハラスメント対策

125 行動基準シリーズ ケースで学ぶ！パワーハラスメント（最新法制対応）
・厚生労働省が示すパワーハラスメントの分類や基準、考え方について理解する
・事例を通して、パワーハラスメントの加害・被害に対処するために必要な考え方の基礎を身につける
・アンガーマネジメントで怒りの対処方法を理解する

126 行動基準シリーズ 【徹底確認】 ケースで学ぶ！パワーハラスメント（最新法制対応）
・厚生労働省が示すパワーハラスメントの分類や基準、考え方について理解する
・事例を通して、パワーハラスメントの加害・被害に対処するために必要な考え方の基礎を身につける
・アンガーマネジメントで怒りの対処方法を理解する

127 行動基準シリーズ ６類型で学ぶ！ パワーハラスメントのエッセンス
・厚生労働省が示すパワーハラスメントの分類や基準、考え方について理解する。 
・事例を通して、パワーハラスメントの加害・被害に対処するために必要な考え方の基礎を身につける。 
・パワハラをなくすための企業の取り組みについて理解する。

128 行動基準シリーズ 【徹底確認】ケースで学ぶ！個人情報保護の基礎（JIS Q 15001：2017 対応）
・個人情報保護について基礎から理解する
・PMS について理解する
・個人情報の取得、利用、管理について理解し、適切な行動がわかるようになる

129 行動基準シリーズ 【アセスメント＋ラーニング】個人情報保護の基礎（JIS Q 15001：2017 対応）
・個人情報保護について基礎から理解する
・PMS について理解する
・個人情報の取得、利用、管理について理解し、適切な行動がわかるようになる

130 行動基準シリーズ ケースで学ぶ！個人情報保護の基礎（JIS Q 15001：2017 対応）
・個人情報保護について基礎から理解する
・PMS について理解する
・個人情報の取得、利用、管理について理解し、適切な行動がわかるようになる

131 行動基準シリーズ ケースで学ぶ！個人情報保護の最新対策 2020-2021年版（最新法制対応）
・個人情報保護の最新の動向がわかる
・個人情報の適切な取扱いについて理解する

132 行動基準シリーズ 【徹底確認】 ケースで学ぶ！個人情報保護の最新対策 2020-2021年版（最新法制対応）
・個人情報保護の最新の動向がわかる
・個人情報の適切な取扱いについて理解する

133 行動基準シリーズ 繰り返し学べる！Ｐマーク更新のための個人情報保護 理解度確認テスト
・Ｐマークの更新に必要な、個人情報保護の基礎知識を身に着ける。・個人情報保護の最新の動向が分かる。・個人情報保護の理解を
深める。（個人情報の種類、取得、利用、管理、対応）

134 行動基準シリーズ 要点を確認！個人情報保護の継続学習
個人情報保護に対する意識をさらに高め、実務に生かせる知識と対処法が定着することを目指します

135 行動基準シリーズ 要点を再確認！個人情報保護と情報漏えい防止
個人情報や機密情報を取り扱う際のリスクを知り、情報漏えい防止や情報漏えいしてしまった場合に適切な対応ができるようになりま
す。

136 行動基準シリーズ ケースで学ぶ！情報セキュリティの基礎
情報セキュリティとは何か、情報を扱う際のリスクについて学習し、理解する。
情報漏えいを起こさないための／起こしてしまった際の適切な行動がわかる。

137 行動基準シリーズ ケースで学ぶ！情報セキュリティの最新脅威 2020-2021年版（標的型メール 対応）
・情報セキュリティの最新の動向がわかる
・情報セキュリティを守るための適切な行動がわかる

138 行動基準シリーズ 【徹底確認】 ケースで学ぶ！情報セキュリティの最新脅威 2020-2021年版（標的型メール 対応）
・情報セキュリティの最新の動向がわかる
・情報セキュリティを守るための適切な行動がわかる

139 行動基準シリーズ 今日から実行！事例で学ぶ情報セキュリティ
・情報セキュリティとはどのようなものであるかを知り、その対策の重要性を理解する。 
・どのような場面で情報の漏えいが起こるのかを理解する。 
・情報セキュリティのための基本行動と有効な対策を理解する。

140 行動基準シリーズ 【アセスメント＋ラーニング】情報セキュリティの継続学習（JIS Q27001:2014対応）
・情報セキュリティに関する知識とその対策について、これまで学習したことの定着を確認する。
・情報セキュリティへの理解が足りない部分を意識しながら再度学習し、確実に定着させる。
・「アセスメント＋ラーニング」形式により、弱点・定着不足の項目を中心に効率的に学習することができる。

141 行動基準シリーズ 情報セキュリティの継続学習（JIS Q27001:2014対応）
・情報セキュリティに関する知識とその対策について、これまで学習したことの定着を確認する。
・情報セキュリティへの理解が足りない部分を意識しながら再度学習し、確実に定着させる。

142 行動基準シリーズ 組織と個人を守る！スマートフォン時代の SNS リスク対策
・SNSの種類・特性・リスクを理解する
・SNSの個人利用が企業にあたえるリスクをきちんと認識する
・SNSの利用に際して、トラブルを避けて自分自身や企業を守る方法を学ぶ

143 行動基準シリーズ 【徹底確認】 組織と個人を守る！スマートフォン時代の SNS リスク対策
・SNSの種類・特性・リスクを理解する
・SNSの個人利用が企業にあたえるリスクをきちんと認識する
・SNSの利用に際して、トラブルを避けて自分自身や企業を守る方法を学ぶ

144 行動基準シリーズ 実務に生かす！情報セキュリティの継続学習
最新のセキュリティ問題を踏まえ、一人ひとりが実務の上で情報漏えいのリスクを予測しながら確実な対策を行えるようになることを目
的とする。

145 行動基準シリーズ 今日から実行！事例で学ぶ内部統制
会社で仕事をする上で､いかに内部統制が重要で、かつ日々の自分たちの業務に関係しているかを認識する。これまでの業務（行動）を
見直すとともに、定められているルールの目的を理解し、会社の日常業務の中で実際の行動に活かせる考え方を身に付ける。

146 行動基準シリーズ ケースで学ぶ！コンプライアンスの基礎
・コンプライアンスの概念や重要性、目的を理解する
・取引関係、権利侵害、雇用・労働、組織責任、不正会計・不正受給など
コンプライアンス問題のポイントや取り組むべき姿勢について理解する。

147 行動基準シリーズ ケースで学ぶ！コンプライアンスの基礎 (A) 権利や労務編
・コンプライアンスの概念や重要性、目的を理解する
『ケースで学ぶ！コンプライアンスの基礎』の以下2章分を学習する
　・権利侵害（知的財産権、産業財産権、情報漏えい　他）

148 行動基準シリーズ ケースで学ぶ！コンプライアンスの基礎 (B) 対外編
・コンプライアンスの概念や重要性、目的を理解する
『ケースで学ぶ！コンプライアンスの基礎』の以下2章分を学習する
　・取引関係（契約の種類と責任、取引上気を付けるべき法律、紛争の解決手段　他）

149 行動基準シリーズ 【アセスメント＋ラーニング】ケースで学ぶ！コンプライアンスの基礎
・コンプライアンスの概念や重要性、目的を理解する
・取引関係、権利侵害、雇用・労働、組織責任、不正会計・不正受給など
コンプライアンス問題のポイントや取り組むべき姿勢について理解する。

150 行動基準シリーズ 働き方の変革へのマインドセット ＋ アンケート
働き方を変えることは企業にとっても個人にとっても必要であることを学びます。
生産性アップや個人の主体性を引き出すためのマインドセットを行います。

151 資格試験対策シリーズ 2021年版 基本情報技術者試験対策 午前問題
「基本情報技術者試験」の午前問題に出題される下記の各ジャンルについて、過去問題を解き、合格するための実力をつけます。 
※本コースの模擬テストでは実試験の合格点である正答率60% より高めの75% を目標点としています。本試験で十分通用する合格力をつけるためです。 
 

152 資格試験対策シリーズ 2021年版 基本情報技術者試験対策 午後問題（C)
　「基本情報技術者試験」の午後問題に出題される下記の各ジャンルの過去問題・予想問題を解き、合格するための実力をつけます。 
※本コースの模擬テストでは実試験の合格点である正答率60% より高めの75% を目標点としています。本試験で十分通用する合格力をつけるためです。 
 

153 資格試験対策シリーズ 2021年版 基本情報技術者試験対策 午後問題（Python)
　「基本情報技術者試験」の午後問題に出題される下記の各ジャンルの過去問題・予想問題を解き、合格するための実力をつけます。 
※本コースの模擬テストでは実試験の合格点である正答率60% より高めの75% を目標点としています。本試験で十分通用する合格力をつけるためです。 
 

154 資格試験対策シリーズ 2021年版 基本情報技術者試験対策 午後問題（Java)
　「基本情報技術者試験」の午後問題に出題される下記の各ジャンルの過去問題・予想問題を解き、合格するための実力をつけます。 
※本コースの模擬テストでは実試験の合格点である正答率60% より高めの75% を目標点としています。本試験で十分通用する合格力をつけるためです。 
 

155 資格試験対策シリーズ 2021年版 基本情報技術者試験対策 午後問題（アセンブラ）
　「基本情報技術者試験」の午後問題に出題される下記の各ジャンルの過去問題・予想問題を解き、合格するための実力をつけます。 
※本コースの模擬テストでは実試験の合格点である正答率60% より高めの75% を目標点としています。本試験で十分通用する合格力をつけるためです。 
 

156 資格試験対策シリーズ 2021年版 基本情報技術者試験対策 午後問題（表計算）
　「基本情報技術者試験」の午後問題に出題される下記の各ジャンルの過去問題・予想問題を解き、合格するための実力をつけます。 
※本コースの模擬テストでは実試験の合格点である正答率60% より高めの75% を目標点としています。本試験で十分通用する合格力をつけるためです。 
 

157 資格試験対策シリーズ 2021年版 ITパスポート試験対策 演習テスト
　「ITパスポート試験」の問題に出題される下記の各ジャンルについて、予想問題・過去問題を解き、合格するための実力をつけます。 
*本コースの模擬テストでは実試験の合格点である正答率60% より高めの75% を目標点としています。本試験で十分通用する合格力をつけるためです。 
 

158 資格試験対策シリーズ 2021年版 応用情報技術者試験対策 午前問題
「応用情報技術者試験」に出題される各ジャンルの過去問題を解き、合格するための実力をつけます。 
*本コースの模擬テストでは実試験の合格点である正答率60% より高めの75% を目標点としています。本試験で十分通用する合格力をつけるためです。 
 

159 資格試験対策シリーズ 2021年版 応用情報技術者試験対策 午後問題
「応用情報技術者試験」に出題される各ジャンルの過去問題を解き、合格するための実力をつけます。 
※本コースの模擬テストでは実試験の合格点である正答率60% より高めの75% を目標点としています。本試験で十分通用する合格力をつけるためです。 　 
 

160 資格試験対策チュータなし　シリーズ 2021年版 基本情報技術者試験対策 実力養成レッスン：チュータなし
「基本情報技術者試験」に出題される下記の各ジャンルで必要な知識をテキスト形式で学習し、試験の合格に必要な知識を習得しま
す。 
 

161 資格試験対策チュータなし　シリーズ 2021年版 ITパスポート試験対策 実力養成レッスン：チュータなし
「ITパスポート試験」に出題される下記の各ジャンルで必要な知識をテキスト形式で学習し、試験の合格に必要な知識を習得します。 
 
1.　コンピュータ基礎知識 
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162
【SDGsを理解しましょう！】Part1 １からSDGsの基本を押
さえる

・SDGsは世界全体が当事者として協力して取り組む必要があることがわかる。
・SDGsがあげている持続可能の意味がわかる。

163
【SDGsを理解しましょう！】Part2 SDGsのゴールと行動
目標

・SDGsに17のゴールがあることがわかる。・17のゴールの達成に紐づく169のターゲットがあることがわかる。
・17のゴールはどのように絡み合いながらビジネスに取り込まれているかわかる。

164 【SDGsを理解しましょう！】Part3 これからの企業とSDGs
・SDGsと企業の社会貢献の違いがわかる。
・SDGsと密接に関係するESG投資という新たな金融の潮流がわかる。

165
【SDGsを理解しましょう！】Part4 SDGsを通したビジネス
構築のヒント（１）

・SDGsの原則である5つのPがわかる。
・パーパス経営、バックキャスティングの発想がわかる。

166
【SDGsを理解しましょう！】Part5 SDGsを通したビジネス
構築のヒント（２）

・「サプライチェーン」、「働き方」、「消費者」、「パートナーシップ」それぞれの切口から見るSDGsの取り組み方が分かる

167
【実践！マインドフルネス】Part1 マインドフルネスとは何
か

・マインドフルネスの語源と由来がわかる。
・マインドフルネスの基本概念がわかる。

168
【実践！マインドフルネス】Part2 マインドフルネスのメカ
ニズム

・集中、リラックス、集中かつリラックスという３つのモードがわかる。
・穏やかでない状態に気付くことによって快適な状態に戻し、それを維持するというマインドフルネスのメカニズムがわかる。

169
【実践！マインドフルネス】Part3 マインドフルネスの科学
的検証と可能性

・マインドフルネスの4つの効果がわかる。
・マインドフルネスが注意の安定化をもたらし、人間のメタスキルであることがわかる。

170
【実践！マインドフルネス】Part4 マインドフルネスをやっ
てみよう

・マインドフルネスの2種類の実践法がわかる。
・呼吸瞑想を体験する。

171
【実践！マインドフルネス】Part5 マインドフルネスを習慣
にするために

・マインドフルネスを習慣化する目安がわかる。
・「３呼吸」の方法がわかる。

172 【DX時代のIT用語】DX 「DX」について理解できる。

173 【DX時代のIT用語】５G 「５G 」について理解できる。

174 【DX時代のIT用語】ブロックチェーン 「ブロックチェーン」について理解できる。

175 【DX時代のIT用語】暗号資産 「暗号資産」について理解できる。

176 【DX時代のIT用語】電子決済 「電子決済」について理解できる。

177 【DX時代のIT用語】RPA 「RPA」について理解できる。

178 【DX時代のIT用語】IoT 「IoT」について理解できる。

179 【DX時代のIT用語】シンギュラリティ 「シンギュラリティ」について理解できる。

180 【DX時代のIT用語】ディープラーニング 「ディープラーニング」について理解できる。

181
【今さら聞けないビジネス知識　日常会話編】アジェンダ、
リソース、バッファ、エビデンス

「アジェンダ」、「リソース」、「バッファ」、「エビデンス」を正しく使えるようになる。

182
【今さら聞けないビジネス知識　日常会話編】たたき、落
とし込む、丸める、フィックス

「たたき」、「落とし込む」、「丸める」、「フィックス」を正しく使えるようになる。

183
【今さら聞けないビジネス知識　日常会話編】アサイン、
ブレスト、ニッチ

「アサイン」、「ブレスト」、「ニッチ」を正しく使えるようになる。

184
【今さら聞けないビジネス知識　日常会話編】ナレッジ、メ
ンター、OJT

「ナレッジ」、「メンター」、「OJT」を正しく使えるようになる。

185
【今さら聞けないビジネス知識　日常会話編】オンスケ、
リスケ、MTG、アポ

「オンスケ」、「リスケ」、「MTG」、「アポ」を正しく使えるようになる。

186
【今さら聞けないビジネス知識　日常会話編】コミット、タ
スク、プライオリティ、あいみつ

「コミット」、「タスク」、「プライオリティ」、「あいみつ」を正しく使えるようになる。

187 【今さら聞けないビジネス知識　用語編】転勤・赴任・出向 「転勤」、「赴任」、「出向」の違いがわかる。

188 【今さら聞けないビジネス知識　用語編】代休と振休 「代休」と「振休」の違いがわかる。

189
【今さら聞けないビジネス知識　用語編】代表取締役・社
長・CEO

「代表取締役」、「社長」、「CEO」の違いがわかる。

190 【今さら聞けないビジネス知識　用語編】KPI・KGI・OKR 「KPI」、「KGI」、「OKR」の違いがわかる。

191 【今さら聞けないビジネス知識　用語編】BtoB、BtoC 「BtoB」と「BtoC」の違いがわかる。

192 【今さら聞けないビジネス知識　基礎知識編】MBO 「MBO」について理解できる。

193
【今さら聞けないビジネス知識　基礎知識編】同一労働同
一賃金

「同一労働同一賃金」について理解できる。

194
【今さら聞けないビジネス知識　基礎知識編】ステークホ
ルダー

「ステークホルダー」について理解できる。

195 【今さら聞けないビジネス知識　基礎知識編】CSR 「CSR」について理解できる。

196 【今さら聞けないビジネス知識　基礎知識編】PDCA 「PDCA」について理解できる。

197
【今さら聞けないビジネス知識　基礎知識編】リーマン
ショック

「リーマンショック」について理解できる。

198
【今さら聞けないビジネス知識　基礎知識編】カフェテリア
プラン

「カフェテリアプラン」について理解できる。

199 【今さら聞けないビジネス知識　基礎知識編】報・連・相 「報・連・相」について理解できる。

200 【メンバーの話を聞く前に】傾聴のスキル 傾聴のスキルを理解できる。

201 【メンバーの話を聞く前に】質問のスキル 質問のスキルを理解できる。

202 【わかりやすく伝えるために】論理展開の基本 論理展開の基本を理解できる。

203 【わかりやすく伝えるために】演繹的論理展開 演繹的論理展開を理解できる。

204 【わかりやすく伝えるために】帰納的論理展開 帰納的論理展開を理解できる。

205 【わかりやすく伝えるために】ロジックツリー ロジックツリーを理解できる。

206
【ファシリテーターをする前に】ファシリテーションのスキ
ル１

話し合いの目的にあったファシリテーションのポイントを理解できる。

207
【ファシリテーターをする前に】ファシリテーションのスキ
ル2

話し合いの目的にあったファシリテーションのポイントを理解できる。

208
【テレワークと新しい働き方】第１回：急速に広がるテレ
ワーク

テレワークの現状がわかる。

209
【テレワークと新しい働き方】第２回：経営戦略としてのテ
レワーク

テレワーク≠在宅勤務を理解する。
・テレワーク導入を経営戦略としてとらえられるようになる。

210
【テレワークと新しい働き方】第３回：テレワークによるオ
フィス改革とテレワークにおける工夫

テレワークの導入がオフィス改革や業務の工夫につながることがわかる。

211
【テレワークと新しい働き方】第４回：テレワークの三方良
し

テレワークによる地方課題解決の可能性がわかる。

212
【テレワークと新しい働き方】第５回：テレワークによる好
循環

テレワークによって働き手、企業、地方に好循環が起こることがわかる。

213 【より良い職場にするために】労働法 労務管理に必要な労働法の知識を理解できる。

214 【より良い職場にするために】36協定 36協定について理解できる。

215 【より良い職場にするために】業務改善の４原則「ECRS」 業務改善の４原則「ECRS」を理解できる。

マネジメントスキルシリーズ（マイ
クロラーニング）

マネジメントスキルシリーズ（マイ
クロラーニング）

ビジネススキルシリーズ（マイク
ロラーニング）

マネジメントスキルシリーズ（マイ
クロラーニング）

マネジメントスキルシリーズ（マイ
クロラーニング）

ビジネススキルシリーズ（マイク
ロラーニング）

ビジネススキルシリーズ（マイク
ロラーニング）

ビジネススキルシリーズ（マイク
ロラーニング）

ビジネススキルシリーズ（マイク
ロラーニング）

ビジネススキルシリーズ（マイク
ロラーニング）

ビジネススキルシリーズ（マイク
ロラーニング）
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216 【財務諸表】損益計算書 損益計算書の構成と見方について理解できる。

217 【財務諸表】貸借対照表 貸借対照表の構成と見方について理解できる。

218 【財務諸表】キャッシュフロー計算書 キャッシュフロー計算書の構成と見方について理解できる。

219 【使いこなそう！マーケティングフレームワーク】４P ４Pについて理解できる。

220 【使いこなそう！マーケティングフレームワーク】STP STPについて理解できる。

221
【使いこなそう！マーケティングフレームワーク】PEST分
析

PEST分析について理解できる。

222 【使いこなそう！マーケティングフレームワーク】３C分析 3C分析について理解できる。

223
【使いこなそう！マーケティングフレームワーク】SWOT分
析

SWOT分析について理解できる。

224
【使いこなそう！マーケティングフレームワーク】参考：プ
ロダクトライフサイクル

プロダクトライフサイクルについて理解できる。

225
【使いこなそう！マーケティングフレームワーク】参考：
マーケティングにおける製品のとらえ方

マーケティングにおける製品のとらえ方について理解できる。

226 【今すぐ確認！】あいさつ 基本的なあいさつの方法を理解できる。

227 【今すぐ確認！】電話のうけ方 基本的な電話のうけ方を理解できる。

228 【今すぐ確認！】電話のかけ方 基本的な電話のかけ方を理解できる。

229 【今すぐ確認！】訪問 訪問時の基本的なマナーを理解できる。

230 【今すぐ確認！】来客 来客時の基本的な対応を理解できる。

231 【今すぐ確認！】名刺交換 名刺交換の基本を理解できる。

232 【今すぐ確認！】席次 席次の基本的な考え方を理解できる。

233
【プロジェクトマネジメント基本のキ】プロジェクトマネジメ
ントとは

プロジェクトマネジメントですべきことの概要とポイントを理解できる。

234 【プロジェクトマネジメント基本のキ】WBS WBSとは何かということと作成のポイントを理解できる。

235 【プロジェクトマネジメント基本のキ】進捗管理 進捗管理で意識すべきこと、確認すべきことを理解できる。

236 【プロジェクトマネジメント基本のキ】品質管理 品質管理に必要な観点を理解できる。

237 【プロジェクトマネジメント基本のキ】リスク管理 リスク管理のプロセスと対応について理解できる。

238 【Word 200％活用】スタイル機能の活用 スタイル機能を用いて、複数箇所に同じ書式設定をすることができる。

239 【Word 200％活用】SmartArt の活用 SmartArt を活用して、見栄えの良い文書を作成することができる。

240 【Word 200％活用】図の簡単加工 図ツールを活用して、文書に適した図に加工することができる。

241 【Word 200％活用】報告書作りのコツ インデントや画像・写真などを使って、読みやすい文書を作成することができる。

242
【Word 200％活用】Excel の表やグラフを活用した企画書
の作成

表やグラフを組み合わせた説得力のある文書を作成することができる。

243 【Word 200％活用】SmartArt を使用した計画書の作成 SmartArtを使用したわかりやすい文書を作成することができる。

244 【Word 200％活用】リンク貼り付け機能の活用
リンク貼り付け機能を使って、Excel で作ったグラフデータに変更があった時、自動的に Word のグラフにも変更を適用させることができ
るようになる。

245 【Word 200％活用】ファイル情報管理 ファイルに残っていてはいけない個人情報はないかをチェックしたり、パスワードを設定したりできるようになる。

246 【今すぐ使いたいExcelの技】VLOOKUPを使いこなそう 他の表から値を検索し、対応する情報を持ってくる方法がわかる。

247 【今すぐ使いたいExcelの技】条件付き書式の設定方法 値にあわせて書式を設定する方法がわかる。

248 【今すぐ使いたいExcelの技】複合グラフの作り方 グラフを1つに組み合わせる方法がわかる。

249 【今すぐ使いたいExcelの技】ピボットテーブルの使い方 集計項目を簡単に切り替えられる表の作り方がわかる。

250
【Excel200％活用　入力編】連続するデータの効率的な
入力方法

規則性のあるデータを、効率よく入力できるようになる。

251 【Excel200％活用　入力編】絶対参照を使用した計算 数式のコピーや「相対参照」による数式のセル参照ができるようになる。

252
【Excel200％活用　入力編】SmartArt を用いた階層構造
図の制作

SmartArt を活用して図を制作できるようになる。

253 【Excel200％活用　入力編】見積書の簡単作成 入力ミスや計算ミスを防ぐために数式や関数を活用できるようになる。

254
【Excel200％活用　入力編】見積書から請求書をマクロで
作成

同じ操作を自動的に繰り返す操作をマクロとして登録できるようになる。

255 【Excel200％活用　入力編】関数を使った請求書の作成 間違いのない書類を作成するために、関数や入力規則を設定したテンプレートを作成できるようになる。

256
【Excel200％活用　入力編】OfficeデータとWeb情報の利
用

Word ファイルやWebにある情報と連携した資料を作れるようになる。

257 【Excel200％活用　入力編】ブックの保護 ファイルに残っていてはいけない個人情報はないかをチェックしたり、パスワードを設定したりできるようになる。

258 【Excel200％活用　入力編】表の見栄えの変更 「スタイル」を使用して見栄えを良い資料を作成できるようになる。

259 【Excel200％活用　分析編】売上集計の分析 関数を分析に利用できるようになる。

260
【Excel200％活用　分析編】シナリオを用いたデータの分
析

What-If 分析を分析に利用できるようになる。

261 【Excel200％活用　分析編】売上推移の分析 ピボットテーブルを分析に利用できるようになる。

262 【Excel200％活用　分析編】売上推移の予測 予測シートを分析に利用できるようになる。

263 【Excel200％活用　分析編】条件付き書式の活用 条件付き書式を利用して、視覚的にわかりやすい表を作成できるようになる。

264
【PowerPointでプレゼン達人！】スライドショーのリハー
サル

スライドショーを使ってリハーサルができるようになる。

265
【PowerPointでプレゼン達人！】発表者ツールを使用した
スライドショー

発表者ツールを使ったプレゼンテーションができるようになる。

266
【PowerPointでプレゼン達人！】プレゼン本番中の簡単
操作

本番中に画面の拡大やスライドのジャンプ、スライドへの書き込みといった操作ができるようになる。

267 【PowerPointでプレゼン達人！】スライドの印刷 PowerPointで作成した資料を印刷することができるようになる。

268 【PowerPointでプレゼン達人！】ファイルの配付準備 PowerPointで作成した資料を適した形式で準備できるようになる。

269
【PowerPointでプレゼン達人！】プレゼン資料作成の注
意点

情報のまとめ方、伝え方、見せ方を工夫したプレゼンテーション資料を作れるようになる。

Officeシリーズ（マイクロラーニン
グ）

Officeシリーズ（マイクロラーニン
グ）

Officeシリーズ

Officeシリーズ（マイクロラーニン
グ）

Officeシリーズ（マイクロラーニン
グ）

ビジネススキルシリーズ（マイク
ロラーニング）

ビジネススキルシリーズ（マイク
ロラーニング）

マネジメントスキルシリーズ（マイ
クロラーニング）

ビジネススキルシリーズ（マイク
ロラーニング）

マネジメントスキルシリーズ（マイ
クロラーニング）
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270
【PowerPointでプレゼン達人！】プレゼン資料作成のフ
ロー

「序論」「本論」「結論」の３部構成のプレゼンテーション資料を作成できるようになる。

271 【PowerPointでプレゼン達人！】プレゼン資料作成のコツ フォントや図表、アニメーションを工夫した聞き手に伝わる資料を作成できるようになる。

272 【PowerPointセンスアップ！】レイアウトのコツ 視線を意識しながらレイアウトを調整する方法がわかる。

273 【PowerPointセンスアップ！】配色のコツ 効果的な色の組み合わせの方法がわかる。

274 【PowerPointセンスアップ！】スライドマスターの編集 スライドに統一した要素を挿入する仕方がわかる

Officeシリーズ（マイクロラーニン
グ）

Officeシリーズ（マイクロラーニン
グ）


