
修了証書対象 更新日： 2022/12/13

新規開講 シリーズ名 カテゴリ 商品ＩＤ コース名 コースＩＤ 受講期間
標準学習時

間
PDF コース概要 学習目標 前提知識 備考

タブレッ

ト

対応

スマート

フォン対

応

Officeシリーズ Officeシリーズ C0057N21
Word 2019-2021 Learning（入門から

活用まで）
00057N21

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

Microsoft Office 初心者に向けた、Word の入門学習コースです。

Word 2019/2021 の基本的な操作を、アニメーションによる紹介、シミュレーションによる実習を通して練習しながら学習します。

具体的に、基本操作、文書入力、文書編集、表の作成、画像・図形の利用、印刷方法、管理方法までを学習します。

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

　・ページレイアウトの設定方法を習得する

　・Word での文字入力方法を習得する

　・文書の編集方法を習得する

　・文書内での表の作成と編集方法を習得する

　・グラフィックスの基本操作を習得する

　・文書の印刷方法を習得する

　・文書の管理方法について理解する

　・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、事例として

総合的に学習する

Windowsの基本操作

Microsoft Word 2019 または 2021 の環境がなくても問題なく学習できます。

Microsoft Word 2019 または 2021 の環境があると、より効果的に学習できま

す。

スマートフォンなどのモバイル環境では、復習用の動画のみ視聴できます。

本コースの主たる学習については、 PC やタブレット等画面の大きい端末をご利用

ください。

○ △

Officeシリーズ Officeシリーズ C0055N21
Excel 2019-2021 Learning（入門から

活用まで）
00055N21

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

Microsoft Office 初心者に向けた、Excel の入門から活用方法までを学習するコースです。

機能説明やアニメーションによる紹介、シミュレーションによる実習を通し、 Microsoft Excel 2019-2021 を利用した数値の加工や整理、

表やグラフの作成手順と編集方法について学習します。 

ピボット、マクロ、Large、IF、RANK、RANK EQ、SUM、Vlookup などの有用な機能を理解し、活用方法を習得します。

また、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。便利なショートカット集つき。

Excel 2019 / 2021 の最新機能を理解する

　・ブックの保存方法を習得する

　・リボンやタブを理解する

　・Excel のデータ入力と編集方法を習得する

　・計算式の作成方法と関数の利用方法を習得する

　・表やグラフの作成方法とグラフ要素の編集方法を習得する

　・ワークシートの活用方法を習得する

　・ワークシートの印刷方法を習得する

　・ブックの管理方法について理解する

　・ピボット、マクロ、Large、IF、RANK、RANK EQ、SUM、Vlookup などの有用な機能を理

解し、活用方法を習得する

　・Excel 機能を使いこなして効果的な資料を作成するポイントを、売上資料、見積書、分析ド

キュメントなどの事例作成を通して総合的に学習する

　・便利なショートカット機能を理解する

Windowsの基本操作

Microsoft Excel 2019 または 2021 の環境がなくても問題なく学習できます。

Microsoft Excel 2019 または 2021 の環境があると、より効果的に学習できます。

スマートフォンなどのモバイル環境では、復習用の動画の視聴が快適に実施できま

す。

本コースの主たる学習については、 PC やタブレット等画面の大きい端末をご利用

ください。

○ △

Officeシリーズ Officeシリーズ C0056N21
PowerPoint 2019-2021 Learning（入

門から活用まで）
00056N21

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

14 ○

Microsoft Office 初心者に向けた、PowerPoint の入門から活用方法までを学習するコースです。

Microsoft PowerPoint 2019/2021 の基本的な操作を、アニメーションによる紹介、シミュレーションによる実習を通して練習しながら学

習します。

具体的に、基本操作、スライド作成、スライド編集、イラスト文字に動きをつける、スライドショーの準備、スライドの訴求力アップ方

法、効果的な資料作成のポイント、スライドの印刷、配布までを学習します。

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

　・スライドに動きをつける方法を習得する

　・スライドショーのリハーサル方法を理解する

　・スライドの訴求力アップ方法を理解する

　・プレゼンテーションの操作方法を習得する

　・効果的な資料作成のポイント、フロー、ストーリーの組み立て方について総合的に学習する

　・スライドの印刷、配布について習得する

Windowsの基本操作

Microsoft Power Point 2019 または 2021 の環境がなくても問題なく学習できま

す。

Microsoft Power Point 2019 または 2021 の環境があると、より効果的に学習で

きます。

スマートフォンなどのモバイル環境では、復習用の動画のみ視聴できます。

本コースの主たる学習については、 PC やタブレット等画面の大きい端末をご利用

ください。

○ △

PDU 取得シリー

ズ

テクニカル・プ

ロジェクトマネ

ジメント 

（Technical）

C0108T11
ソフトウェア品質管理（テスティン

グ）：チュータなし
00108T11

6ヵ月+閲

覧期間7ヵ

月

16 ○

一般的なソフトウェア品質管理を体系立てて学び、実践演習までついたコース。近年定着してきたソフトウェア品質管理の尺度や、テス

トツールの活用方法について、全体的、総合的に学習できるコースです。プロジェクト・マネジャーか情報技術者で、ソフトウェア品質

管理について学び直したい方が対象となります。

要所ごとに短い映像講義でポイントを解説。学習する内容を整理したり、違う角度から見ることで理解が深まります。

ソフトウェア開発において、品質の高いソフトウェアを効率的に実現することは、短納期、低予算の現状において最重要課題であること

に間違いありません。しかし、ソフトウェア品質の向上には、設計技術、コーディング技術だけでなく、ソフトウェア品質の特性を踏ま

えた定量化とデータ収拾、分析、評価の知識が必要になります。

また、品質保証の観点からは、ソフトウェアテストの技法や手法に対する幅広い知識も不可欠となります。

これらの概念や技法は非常に種類が多く、経験の浅い品質管理者や技術者にとっては、何から習得すればよいのかが共通した悩みどころ

になっているといえます。

本コースは、前半でソフトウェア品質とマネジメントについて、基本的な概念と技法を理解していきます。第2章には PMBOK(R)ガイド

からみた品質管理の学習もふくまれます。

後半では、ソフトウェアの開発モデル、レビュー、テスト技法など、実際の品質保証に役立つ具体的な概念や技法を掲載しています。ま

た、最後の章では、品質管理、品質保証に役立つ各種ツール用いた学習を通して、ソフトウェア開発現場を疑似体験することができま

す。

チュータ付き演習には網羅率の計算やテストケースの検証が含まれており、基礎から実践的な内容までカバーします。

ソフトウェア品質とマネジメントについて、以下のような基本的な概念と技法を理解する。

* 主要な開発モデル

* 主要なレビュー・テスト技法

* 品質保証に役立つ各種ツールの種類や用い方

ソフトウェア開発経験があること。

※必須ではありませんが、C、Java な

どのプログラミング言語の基礎知識が

あると理解が深まります。

〇

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
C0050B11

情報社会の「伝わる文章術」 ～簡潔な

コミュニケーションを目指して～
00050B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

8 ○

本コースでは、情報社会の今こそ身につけておきたい「伝わる文章術」をとおして、社会人に必須なコミュニケーションの大切なポイント

を学びます。

元日経新聞記者・坪田知己先生のノウハウを学び、これまで広く行われてきた文章力養成とは一線を画す、時代に即した力を養います。 

レッスンは講義動画で構成されています。

わかりやすい「伝わる文章」の条件にはじまり、文章作成の基本的な手順、要約力と構成力を学び、3段階・全5つのエクササイズをとおし

て、コミュニケーション全般の質を高める文章術を習得できます。

特に新入社員や、簡潔に情報を伝えるコミュニケーション術を身につけたいと考えている方におすすめです。

・情報社会の今こそ求められている文章力について知り、それがコミュニケーション全般の質に

関わるということを理解する。

・「伝わる文章」のポイントと、文章を書く基本的な手順を把握する。

・要約力と構成力が「伝わる文章」に不可欠であることを理解し、要約と構成のノウハウをおさ

える。

・第1章～第3章の学習内容を1,500字作文でアウトプットし、「伝わる文章」の書き方を習得す

る。

特になし ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00012B42

【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）

00012B42

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.75 ○
『ケースで学ぶ！個人情報保護の基礎（JIS Q 15001：2017 対応）』と同内容。

修了条件は最終テストで合格基準（80%以上）をクリアすること。

・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

・個人情報の開示請求への対応や、漏えい時の対応について理解し、適切な行動がわかるように

なる

特になし Android OS 9.0 以上 (Chrome) 、iOS 12.0 以上 (Safari) に対応。 ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00010B32

【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）

00010B32

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.75 ○
『ケースで学ぶ！個人情報保護の基礎（JIS Q 15001：2017 対応）』の全章を学べますが、受講者の弱点となっている箇所だけを表示す

ることができ、効率的な学習が可能です。

・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

・個人情報の開示請求への対応や、漏えい時の対応について理解し、適切な行動がわかるように

なる

特になし Android OS 9.0 以上 (Chrome) 、iOS 12.0 以上 (Safari) に対応。 ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00011B42

ケースで学ぶ！個人情報保護の基礎

（JIS Q 15001：2017 対応）
00011B42

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.75 ○

全従業員（職場において主に個人情報の「利用者」の立場となる方）を対象にしたコースです。個人情報に該当する情報は何かといった基

本から学習します。

日常的な事例で学習することにより、実際のビジネスシーンでの適切な対処方法がわかるようになります。個人情報漏えいのリスクから組

織を守る知識が身につきます。

JIS Q 15001に基づくPMS（個人情報保護マネジメントシステム）も含め、短時間で学ぶことができます。

・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

・個人情報の開示請求への対応や、漏えい時の対応について理解し、適切な行動がわかるように

なる

特になし Android OS 9.0 以上 (Chrome) 、iOS 12.0 以上 (Safari) に対応。 ○ ○



行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
C0063B12

ケースで学ぶ！職場のハラスメント対

策
00063B12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1 ○

三大ハラスメントと呼ばれるパワハラ、セクハラ、マタハラをはじめ、さまざまなハラスメントについて実態や背景を知り、ハラスメント

が起きたときの会社や社会への影響について学びます。

また、自分自身がハラスメントの被害にあったり、周囲のハラスメントに気づいたりした場合の対応方法を学びます。

さらに、意図せず加害者にならないための注意点や、ハラスメントを予防するために組織が取り組むことについても学びます。

・職場で起こるハラスメントの種類や起こる背景について理解する

・ハラスメントが起きた場合の影響を理解する

・意図せずにハラスメントの加害者になることを防ぐ

・ハラスメントの被害にあった際や周囲のハラスメントに気づいた際に対応できるようになる

・職場で必要なハラスメント対策について理解する

特になし ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
C0063B21

【徹底確認】 ケースで学ぶ！職場のハ

ラスメント対策
00063B21

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1 ○
『ケースで学ぶ！職場のハラスメント対策』と同内容。

修了条件は最終テストで合格基準（80%以上）をクリアすること。

・職場で起こるハラスメントの種類や起こる背景について理解する

・ハラスメントが起きた場合の影響を理解する

・意図せずにハラスメントの加害者になることを防ぐ

・ハラスメントの被害にあった際や周囲のハラスメントに気づいた際に対応できるようになる

・職場で必要なハラスメント対策について理解する

特になし ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
C0075B11

ケースで学ぶ！セクシュアルハラスメ

ント防止
00075B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1 ○

セクシュアルハラスメント（セクハラ）について、さまざまなケースに基づいて学習できます。

セクハラの実態や背景を知り、会社や社会への影響について学んだあと、自分自身がセクハラの被害にあったり、周囲のセクハラに気づい

たりした場合の対応方法を学びます。

また、意図せず加害者にならないための注意点や、セクハラを予防するために組織が取り組むことについても学びます。

・職場で起こるセクハラの種類や起こる背景について理解する

・セクハラが起きた場合の影響を理解する

・意図せずにセクハラの加害者になることを防ぐ

・セクハラの被害にあった際や周囲のセクハラに気づいた際に対応できるようになる

・職場で必要なセクハラ対策について理解する

特になし ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
C0036B14

ケースで学ぶ！個人情報保護の最新対

策 2022-2023年版（新法対応）
00036B14

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.5 ○

全従業員（職場において主に個人情報の「利用者」の立場となる方）を対象にしています。

個人情報の最新動向に基づき、企業活動を行うなかで、まさに今注意すべき事柄について学習します。

また、実際に起こった事例を中心に用いて学習することにより、ビジネスシーンでの適切な対処方法が分かるようになります。

・個人情報保護の最新の動向が分かる

・個人情報の適切な取扱いについて理解する

特になし。『ケースで学ぶ！個人情報

保護の基礎』をすでに受講している、

もしくはそれと同等の知識を有するこ

とが望ましい。

本コースに登場する人名、会社名について、仮名を使用してある場合、その人名、

会社名は実在するものではありません。

偶然に実在の人名、会社名が存在していたとしても、本コースとは無関係ですの

で、あらかじめご了承ください。

○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
C0036B24

【徹底確認】 ケースで学ぶ！個人情報

保護の最新対策 2022-2023年版（新法

対応）

00036B24

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.5 ○
『ケースで学ぶ！個人情報保護の最新対策 2022-2023年版（新法対応）』と同内容。

修了条件は最終テストで合格基準（80%以上）をクリアすること。

・個人情報保護の最新の動向が分かる

・個人情報の適切な取扱いについて理解する

特になし。『ケースで学ぶ！個人情報

保護の基礎』をすでに受講している、

もしくはそれと同等の知識を有するこ

とが望ましい。

本コースに登場する人名、会社名について、仮名を使用してある場合、その人名、

会社名は実在するものではありません。

偶然に実在の人名、会社名が存在していたとしても、本コースとは無関係ですの

で、あらかじめご了承ください。

○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
C0015B54

ケースで学ぶ！情報セキュリティの最

新脅威 2022-2023年版（標的型メール 

対応）

00015B54

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.5 ○

全従業員（職場において主に「情報の利用者」の立場となる方）を対象にしています。

情報セキュリティの最新動向に基づき、企業活動を行うなかで、まさに今注意すべき事柄について学習します。

今回は最もセキュリティの問題が大きいとされるメールのセキュリティに関して、近年の潮流や最新動向、対策まで学習します。

日常的な事例を用いて学習することにより、実際のビジネスシーンでの適切な対処方法が理解しやすいようになっています。

・情報セキュリティの最新の動向が分かる

・情報セキュリティを守るための適切な行動が分かる

特になし。『ケースで学ぶ！情報セ

キュリティの基礎』をすでに受講して

いる、もしくはそれと同等の知識を有

することが望ましい。

本コースに登場する人名、会社名について、仮名を使用してある場合、その人名、

会社名は実在するものではありません。

偶然に実在の人名、会社名が存在していたとしても、本コースとは無関係ですの

で、あらかじめご了承ください。

○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
C0015B64

【徹底確認】 ケースで学ぶ！情報セ

キュリティの最新脅威 2022-2023年版

（標的型メール 対応）

00015B64

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.5 ○
『ケースで学ぶ！情報セキュリティの最新脅威 2022-2023年版（標的型メール 対応）』と同内容。

修了条件は最終テストで合格基準（80%以上）をクリアすること。

・情報セキュリティの最新の動向が分かる

・情報セキュリティを守るための適切な行動が分かる

特になし。『ケースで学ぶ！情報セ

キュリティの基礎』をすでに受講して

いる、もしくはそれと同等の知識を有

することが望ましい。

本コースに登場する人名、会社名について、仮名を使用してある場合、その人名、

会社名は実在するものではありません。

偶然に実在の人名、会社名が存在していたとしても、本コースとは無関係ですの

で、あらかじめご了承ください。

○ ○

資格試験対策

チュータなし　

シリーズ

資格試験対策

チュータなしシ

リーズ

C0052S97
2022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
00052S97

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

75 〇

情報処理技術者試験の１つである「基本情報技術者」に合格する実力をつけるためのコースです。

１レッスンを10～20分程度で学習し、全レッスンのテキストを読み、Pop Quizとエクササイズに解答し、試験合格に必要な知識が身につき

ます。

「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。

　1.　基礎理論

　2.　コンピュータシステム

　3.　技術要素

　4.　開発技術

　5.　プロジェクトマネジメント

　6.　サービスマネジメント

　7.　システム戦略

　8.　経営戦略

　9.　企業と法務

ITパスポート試験合格レベル ○

資格試験対策

チュータなし　

シリーズ

資格試験対策

チュータなしシ

リーズ

C0054S37
2022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
00054S37

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

30 〇

情報処理技術者試験の１つである「ITパスポート試験」に合格する実力をつけるためのコースです。

１レッスン5～15分程度で学習し、全レッスンのテキストを読み、Pop Quizとエクササイズに解答することで、試験合格に必要な知識が身

につきます。

「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 

2.　コンピュータ基礎理論 

3.　アルゴリズムとプログラミング 

4.　コンピュータシステム 

5.　情報セキュリティ 

6.　企業活動 

7.　法務 

8.　経営戦略 

9.　開発技術

基本的なパソコンの操作 ○ ○

資格試験対策

チュータなし　

シリーズ

資格試験対策

チュータなしシ

リーズ

C0052S28
2023年版　基本情報技術者試験対策　

科目A問題
00052S28

12ヵ月＋

閲覧期限0

カ月

25

情報処理技術者試験の１つである「基本情報技術者」の科目A試験対策として、精選された過去問題を繰り返し解くことにより合格する実力

をつけるためのコースです。

任意の章・レッスンから問題を選んでテストを受けることができ、特定分野の得点アップに効果的な練習テスト、本試験と同じ90分間で解

答し、実践的な感覚を身につけることができる模擬テストの形式があります。

なるべく多くの練習テストを繰り返し解いて苦手分野をなくし、模擬テストで実際の試験時間内に解答することに慣れることで、実践力を

養成します。

「基本情報技術者試験」の科目A試験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。

　1.　コンピュータ科学基礎理論

　2.　コンピュータシステム

　3.　技術要素

　4.　開発技術

　5.　プロジェクトマネジメント

　6.　サービスマネジメント

　7.　システム戦略

　8.　経営戦略

　9.　企業と法務

	ITパスポート試験合格レベル 〇 〇

資格試験対策

チュータなし　

シリーズ

資格試験対策

チュータなしシ

リーズ

C0052S38
2023年版　基本情報技術者試験対策　

科目B問題
00052S38

12ヵ月＋

閲覧期限0

カ月

25

	情報処理技術者試験の１つである「基本情報技術者」の科目B試験対策として、予想問題を解くことにより、合格する実力をつけるための

コースです。

任意の章・レッスンから問題を選んでテストを受けることができる練習テスト、本試験と同じ100分間で解答し実践的な感覚を身につける

ことができる模擬テストの形式があります。

なるべく多くの練習テストを解いて苦手分野をなくし、模擬テストで実際の試験時間内に解答することに慣れることで、実践力を養成しま

す。

「基本情報技術者試験」の科目 B 試験の予想問題を解き、合格するための実力をつける。 ※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。

ITパスポート試験合格レベル 〇



資格試験対策

チュータなし　

シリーズ

資格試験対策

チュータなしシ

リーズ

C0052S48
2023年版　基本情報技術者試験対策　

午前問題
00052S48

12ヵ月＋

閲覧期限0

カ月

25

情報処理技術者試験の１つである「基本情報技術者」の午前試験対策として、精選された過去問題・予想問題を繰り返し解くことにより合

格する実力をつけるためのコースです。

任意の章・レッスンから問題を選んでテストを受けることができ、特定分野の得点アップに効果的な練習テスト、本試験と同じ150分間で

解答し、実践的な感覚を身につけることができる模擬テストの形式があります。

なるべく多くの練習テストを繰り返し解いて苦手分野をなくし、模擬テストで実際の試験時間内に解答することに慣れることで、実践力を

養成します。

「基本情報技術者試験」の午前試験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。

　1.　コンピュータ科学基礎理論

　2.　コンピュータシステム

　3.　技術要素

　4.　開発技術

　5.　プロジェクトマネジメント

　6.　サービスマネジメント

　7.　システム戦略

　8.　経営戦略

　9.　企業と法務

	ITパスポート試験合格レベル 〇 〇

資格試験対策

チュータなし　

シリーズ

資格試験対策

チュータなしシ

リーズ

C0053S18
2023年版　応用情報技術者試験対策　

午前問題
00053S18

6か月＋閲

覧期限0カ

月

25

	情報処理技術者試験の１つである「応用情報技術者」の午前問題対策として、精選された過去問題・予想問題を繰り返し解くことにより合

格する実力をつけるためのコースです。

任意の章・レッスンから問題を選んでテストを受けることができ、特定分野の得点アップに効果的な練習テスト、本試験と同じ150分間で

解答し、実践的な感覚を身につけることができる模擬テストの形式があります。

なるべく多くの練習テストを繰り返し解いて苦手分野をなくし、模擬テストで実際の試験時間内に解答することに慣れることで、実践力を

養成します。

	「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。

　1.　基礎理論

　2.　コンピュータシステム

　3.　技術要素

　4.　開発技術

　5.　プロジェクトマネジメント

　6.　サービスマネジメント

　7.　システム戦略

　8.　経営戦略

　9.　企業と法務

基本情報技術者試験　合格レベル 〇 〇

資格試験対策

チュータなし　

シリーズ

資格試験対策

チュータなしシ

リーズ

C0053S28
2023年版　応用情報技術者試験対策　

午後問題
00053S28

6か月＋閲

覧期限0カ

月

25

情報処理技術者試験の１つである「応用情報技術者」の午後問題対策として、精選された過去問題・予想問題を繰り返し解くことにより合

格する実力をつけるためのコースです。 任意の章・レッスンから問題を選んでテストを受けることができ、特定分野の得点アップに効果的

な練習テスト、本試験と同じ150分間で解答し、実践的な感覚を身につけることができる模擬テストの形式があります。 なるべく多くの練

習テストを繰り返し解いて苦手分野をなくし、模擬テストで実際の試験時間内に解答することに慣れることで、実践力を養成します。

「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。 

　

　1.　システムアーキテクチャ

　2.　ネットワーク

　3.　データベース

　4.　組込みシステム開発

　5.　情報システム開発

　6.　プログラミング(アルゴリズム）

　7.　情報セキュリティ

　8.　プロジェクトマネジメント

　9.　ITサービスマネジメント

　10.　システム監査

　11.　経営戦略・情報戦略・戦略立案・コンサルティング技法

基本情報技術者試験　合格レベル 〇

資格試験対策

チュータなし　

シリーズ

資格試験対策

チュータなしシ

リーズ

C0054S28
2023年版　ITパスポート試験対策　演

習テスト
00054S28

6か月＋閲

覧期限0カ

月

30

情報処理技術者試験の１つであるITパスポート試験対策として、精選された過去問題・予想問題を繰り返し解くことにより合格する実力を

つけるためのコースです。

任意の章・レッスンから問題を選んでテストを受けることができ、特定分野の得点アップに効果的な練習テスト、本試験と同じ120分間で

解答し、実践的な感覚を身につけることができる模擬テストの形式があります。

なるべく多くの練習テストを繰り返し解いて苦手分野をなくし、模擬テストで実際の試験時間内に解答することに慣れることで、実戦力を

養成します。

「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。

1.　企業と法務

2.　経営戦略

3.　システム戦略

4.　開発技術

5.　プロジェクトマネジメント

6.　サービスマネジメント

7.　基礎理論

8.　コンピュータシステム

9.　技術要素

基本的なパソコンの操作 〇 〇

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

00001V11 IoT ビジネスのアイディエーション 00001V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

IoT ビジネスを始める際に考えなければならない要素や、IoT ビジネスのアイディアを広げていく方法を、IoT キャンバスや価値交換マッ

プの演習を用いて学習します。

対象はIoT ビジネスに関心のある方すべて。

IoT ビジネスを検討中の新規事業部門の担当者（初級～中級）に向いています。

・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
特になし

最新技術／動向（W3）シリーズは、各専門分野の第一人者から最新技術動向を動画

で効率よく学習できるシリーズ。

レッスン（約10分）と確認テストまたは演習の組み合わせで、理解度や定着度など

を確認しながら、能動的に学習を進められます。

○

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

00002V11 顧客価値と IoT ソリューション 00002V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

最初に IoT をヒト、モノ、データ、プロセスという４つの柱に分類します。

そしてプロセスから顧客の課題を発見し、その中でのヒト、モノ、データの役割と交流をデザインしていきます。

対象はIoTビジネスに関心のある方すべて。

IoTビジネスを検討中の新規事業部門の担当者（中級～上級）に向いています。

・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
特になし

最新技術／動向（W3）シリーズは、各専門分野の第一人者から最新技術動向を動画

で効率よく学習できるシリーズ。

レッスン（約10分）と確認テストまたは演習の組み合わせで、理解度や定着度など

を確認しながら、能動的に学習を進められます。

○

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

00003V11
データサイエンス入門　～今、データ

で何ができるのか～
00003V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

ビジネスデータを活用する手法を学習し、事例を通して、ビジネスにおけるデータサイエンス活用の PDCA 運用方法を学習します。

対象はビジネスデータ活用法を学びたい方。

・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
特になし

最新技術／動向（W3）シリーズは、各専門分野の第一人者から最新技術動向を動画

で効率よく学習できるシリーズ。

レッスン（約10分）と確認テストまたは演習の組み合わせで、理解度や定着度など

を確認しながら、能動的に学習を進められます。

○

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

00004V11 R言語によるデータ分析入門 00004V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

R言語の概要、基本的な使用法を RStudio を用いて学習します。

さらにデータ分析の基本的な考え方を事例とともに学習します。

対象は、プログラミング経験、統計分析の経験がまったくなく、これから学びたい方。

R言語初学者。

・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
特になし

最新技術／動向（W3）シリーズは、各専門分野の第一人者から最新技術動向を動画

で効率よく学習できるシリーズ。

レッスン（約10分）と確認テストまたは演習の組み合わせで、理解度や定着度など

を確認しながら、能動的に学習を進められます。

○

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

00005V11
Python 入門　～なぜ Python が選ばれ

るのか～
00005V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

プログラミング言語を Python を使って学習する最初の一歩となるコースです。

さらに現在 Python が人工知能などに利用されている背景にも触れていきます。

Python 3.6 のインストールから学習していくことができます。

対象はPython でプログラミングの基礎を学びたい方。

Python が最新技術の中でどう使用されるか知りたい方。

・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

基本的なコンピュータの知識がある方

（ITパスポートレベル）

最新技術／動向（W3）シリーズは、各専門分野の第一人者から最新技術動向を動画

で効率よく学習できるシリーズ。

レッスン（約10分）と確認テストまたは演習の組み合わせで、理解度や定着度など

を確認しながら、能動的に学習を進められます。

○

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

00006V11 Python 活用　～機械学習に向けて～ 00006V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

Python の活用方法として、ライブラリの環境構築から使い方を学び最後にグラフ化を行います。

機械学習に使用するデータ加工の基礎となる内容です。

※Python 3.6 がインストールされている環境が必要です。

対象は Python による機械学習に興味のある方。

機械学習のために Python の基礎を理解したい方。

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

『Python 入門　～なぜ Python が選

ばれるのか～』を受講済み、もしくは

同等の知識がある方

最新技術／動向（W3）シリーズは、各専門分野の第一人者から最新技術動向を動画

で効率よく学習できるシリーズ。

レッスン（約10分）と確認テストまたは演習の組み合わせで、理解度や定着度など

を確認しながら、能動的に学習を進められます。

○



最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

00009V11 データドリブンが生む新たな産業革命 00009V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

ビッグデータを中心とした新しいインターネットのテクノロジーが、第4次産業革命と言われる新しい産業構造をどう作り出すか解説しま

す。

対象はこれからデータ利用に関わる方、すでに関わっている方。

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 特になし

最新技術／動向（W3）シリーズは、各専門分野の第一人者から最新技術動向を動画

で効率よく学習できるシリーズ。

レッスン（約10分）と確認テストまたは演習の組み合わせで、理解度や定着度など

を確認しながら、能動的に学習を進められます。

○

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

00010V11
データドリブンがもたらす新たなビジ

ネス
00010V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

ビッグデータやAIのような新しいテクノロジーがどのようなビジネスチャンスをもたらすのか、具体的な事例を交えて解説します。

対象はこれからデータ利用に関わる方、すでに関わっている方。

・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

特になし。『データドリブンが生む新

たな産業革命』を受講していると、よ

り深い学習が可能

最新技術／動向（W3）シリーズは、各専門分野の第一人者から最新技術動向を動画

で効率よく学習できるシリーズ。

レッスン（約10分）と確認テストまたは演習の組み合わせで、理解度や定着度など

を確認しながら、能動的に学習を進められます。

○

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

00007V11
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
00007V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

ITビジネスでよく使われる契約の注意点を解説します。

ITビジネスでは、 さまざまなトラブルが発生しています。

トラブルの予防や早期解決には、現場のエンジニアの方が、契約実務について理解していただくことが非常に重要であることから、この

コースでは、法務関係部署のみならずエンジニアに焦点を当てています。

対象は新人、若手エンジニア、法務関係部署の方。

ITビジネスにおいて結ぶ契約の注意点を知る 特になし

最新技術／動向（W3）シリーズは、各専門分野の第一人者から最新技術動向を動画

で効率よく学習できるシリーズ。

レッスン（約10分）と確認テストまたは演習の組み合わせで、理解度や定着度など

を確認しながら、能動的に学習を進められます。

○

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

00008V11
システム開発における事故から学ぶ紛

争対応と予防
00008V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

システム開発プロジェクトでは多くのトラブルが発生しており、対応を間違えると重大な損害につながりかねません。

実際に起きた紛争の判決をいくつか紹介しながら、契約実務や紛争予防のポイントを学び、実務に活かすことを目指します。

対象はシステム開発のプロジェクトリーダ、マネージャ。

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 システム開発に関する一般的な知識

最新技術／動向（W3）シリーズは、各専門分野の第一人者から最新技術動向を動画

で効率よく学習できるシリーズ。

レッスン（約10分）と確認テストまたは演習の組み合わせで、理解度や定着度など

を確認しながら、能動的に学習を進められます。

○

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

最新技術／動向

（W3）シリー

ズ

00011V11
アジャイル入門　～現場改善のススメ

～
00011V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

アジャイル型開発の導入を検討している方のために、アジャイル型開発の基礎を紹介し、基本的な概念を理解していただくことを目的とし

ています。

アジャイルについてこれから学ぶ、または、情報を集めたがまだ十分に理解できていないという方を対象としており、システム開発技術者

だけでなく、その管理職の方や関連部門の方でも理解していただける内容になっています。

・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

システム開発の基本的な知識

最新技術／動向（W3）シリーズは、各専門分野の第一人者から最新技術動向を動画

で効率よく学習できるシリーズ。

レッスン（約10分）と確認テストまたは演習の組み合わせで、理解度や定着度など

を確認しながら、能動的に学習を進められます。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
00084T11

【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
00084T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

60

実際にJavaプログラムを書く体験をすることにより、単にテキストを読むよりも高いスキルが得られることを目指します。練習問題を自己

学習することにより、Lessonでの学習内容がさらに定着するようになります。コース後半で日記風のアプリケーションを完成することを目

標に、各章のテーマに沿ってステップバイステップで学習していきます。

・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。

・プログラミングの基本知識

・Javaの基本的文法知識

・オブジェクト指向に関する理解

・Java プログラムをコンパイルして実

行が可能（Java SE6 対応 Java 

Step1/2 レベルの知識をもとにコー

ディングが可能な方）

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
00099T11

【Java SE 8 対応】 Java プログラミン

グ Step1：チュータなし
00099T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

28 ○

Javaの基礎を学びたい方に向けた、最新のJava SE 8を通してプログラミング技法を学習するためのコースです。

Javaプログラミングのための文法が理解できます。また、Java SE 8 特有の新機能、ラムダ式についても学習します。

さらに、実習を通して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理解します。 

＜コースの特長＞ 

１）よりわかりやすく説明を平易に。

先行するコース「【Java SE 6対応】 Java プログラミング Step1」相当の学習内容を、初心者向けに指導内容をよりわかりやすくブラッ

シュアップしています。

２）動画は必要な箇所のみピンポイントで挿入。

インストールや、実機操作に関係するところ、覚えにくいところ、頭に入りにくいところで活用。

内容も、先生による指導により、今まで以上にわかりやすくなりました。

３）新しい機能ラムダ式も懇切に説明。

プログラミング効率が格段に上がるラムダ式について、1章分を割いて説明。

動画説明も追加し、わかりやすくしました。

実践的な内容になっており、本来のラムダ式の役割とあいまって、Java プログラミングがより簡単に・かつ効率的に構築できるようになり

ます。

４）タブレット端末対応。

PCだけでなくタブレット端末でも視聴できるようになっています。

Flashを使わず、Ajax 対応。PDFのダウンロードや動画の視聴も、タブレット端末への配慮がされています。

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。

項目としては以下のとおり。

・Javaの基礎知識、基本文法

・Java におけるオブジェクト指向型プログラミング

・ポリモーフィズム

・無名内部クラスとラムダ式

・Java における例外の扱い

・アプレットプログラミングの基礎

・Java のパッケージングと JAR

プログラミングの基礎 

オブジェクト指向の基礎概念の理解と

して、オブジェクト指向基礎コースを

併せて学習すると、より理解が深まり

ます。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
00099T21

【Java SE 8 対応】 Java プログラミン

グ Step2：チュータなし
00099T21

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

30 ○

Step 2 では、Java 8.xに対応したJava プログラミングのGUIとWebプログラミングを中心とした学習を進めます。 

Java SE8におけるGUIプログラミングの基礎、サーバサイドJavaやJSP Servletの基礎、Java Beansの利用法の学習を通し、Java SE8にお

けるweb アプリケーション構築の基礎を習得します。

実践的なコードを用意し、Java SE 8に最適化された学習内容になっています。

技術概念や実施方法をわかりやすく表現した講師動画を、要所要所に用意しています。

 ・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

 ・Java SE8におけるweb アプリケーション構築の基礎を習得する

『【Java SE 8 対応】 Java プログラ

ミング Step1』相当の、Javaの基礎的

な文法。『HTML Step1』『HTML 

Step2』などに代表される、ウェブ

ページやタグの基礎的な知識、

『TCP/IP Step1』など、ネットワーク

系の基礎知識があることも望ましい。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
C0131T11

【Java SE 15 対応】 Java プログラミ

ング Step1 ～Java の基礎～：チュー

タなし

00131T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

28

Java SE 15 対応の Java の基礎的なプログラミング技法を学習します。

Java SE 8 以降の新機能である「関数型インタフェース」、「ラムダ式」、「switch式」、「Stream API」、「Optional クラス」などに

ついても学習します。

また、実習を通して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理解します。

・Java の基本文法を理解する

・オブジェクト指向言語の基本概念を習得する

・小規模なコンソールアプリケーションを作成できるようになる

・Java のさまざまな新機能を説明できるようになる

プログラミングの基礎

『オブジェクト指向基礎』コースを併

せて学習すると、より理解が深まりま

す。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
C0131T21

【Java SE 15 対応】 Java プログラミ

ング Step2 ～Java の活用 Web+DB 

編～：チュータなし

00131T21

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

28

Java SE 15 対応の Java のプログラミング技術を活用したプログラミング技法を学習します。

具体的には、サーバサイド、JSP、Servlet、セッション管理、DB、Web アプリケーションから DB を利用する方法、ネットワークプログ

ラミングを学習し、Java を使ったサーバと DB を連携させたプログラミングの実現に必要な技術を身に着けます。

以下を理解する。

・サーバサイド プログラミング

・Servlet

・セッション管理

・JSP

・アクションタグ・EL式・JSTL

・データベース

・データベースを利用したアプリケーション

・ショッピングカート

・Java プログラミング Step1 か、そ

れ相当の Java の基礎的な知識

・HTML Step1 などに代表される、

ウェブページやタグの基礎的な知識

・データベースの基礎コースか、それ

相当のデータベースの基礎的な知識

・TCP/IP Step1 など、ネットワーク

系の基礎知識があることも望ましい

本コースは Java 環境をご用意いただき実際の環境で操作しながら学習することを

想定しており、PC を中心にご受講いただくことを推奨します。
○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
00064T11

C言語プログラミング Step1：チュータ

なし
00064T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

20 ○
Step1では、C言語の特徴や開発言語としての位置づけから基本書式、データ型、関数、制御構文、コンパイルなどC言語でのプログラミン

グに必要となる基本知識、基本技法を、実習を通 して学習します。

・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

プログラミングの基礎知識、あるいは

なんらかのプログラミング経験

・本コースでは、Windows 環境でプログラムを組んで動かしてみることを推奨し

ています。UNIX 系の環境では、通常 GCC というコンパイラーが標準で利用できま

すが、機能を停止もしくは削除している場合は、環境を再構築してください。 

・なお、上記環境が整っていなくても、コースを受講される上で、問題はありませ

ん。

○



情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
00067T12

Visual C# プログラミング：チュータ

なし
00067T12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

25 ○

このコースでは、C# プログラミングを文法を中心に基礎から学習します。

また、エクササイズなどの実習を通して具体的なプログラミングを身につけます。オブジェクト指向プログラミングに関する知識について

も本コース学習を通して理解します。

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 

　・オブジェクト指向プログラミングの理解 

　・C# の変数と型の理解 

　・C# の制御文の理解 

　・C# のクラスの理解 

　・C# の値型と参照型の理解 

　・C# のアプリケーション作成の理解 

　・C# の例外処理の理解

　・C# のプリプロセッサの理解

C 言語など、プログラミング言語の基

礎理解

(* オブジェクト指向の基礎概念の理解

として、オブジェクト指向基礎コース

を併せて学習すると、より理解が深ま

ります。)

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
00095T11

Visual Basic .NET プログラミング：

チュータなし
00095T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

25 ○
このコースでは、Visual Basic .NET の基礎的なプログラミング技法を学習します。

また、実習を通して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理解します。

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。

 　・Visual Basic .NET の概要の理解 

 　・オブジェクト指向プログラミングの理解 

 　・Visual Basic .NET の変数と型の理解 

 　・Visual Basic .NET の制御文の理解 

 　・Visual Basic .NET のクラスの理解 

 　・Visual Basic .NET の値型と参照型の理解 

 　・Visual Basic .NET のアプリケーション作成の理解 

 　・Visual Basic .NET の例外処理の理解

 　・Visual Basic .NET のプリプロセッサの理解

・はじめての情報技術コース相当、あ

るいはより高度な情報技術の基礎的な

知識

・プログラミングの基礎

(* オブジェクト指向の基礎概念の理解

として、オブジェクト指向基礎コース

を併せて学習すると、より理解が深ま

ります。)

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
00065T13 SQL言語：チュータなし 00065T13

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

20 ○
SQL言語を用いて、Oracleデータベース内のデータを操作する方法について学習します。Oracle 入門と合わせて受講すると Oracle Master 

Bronze 相当の範囲を学習することができます。

・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。

・複数の表を結合したり、複雑な問合せを行ったりできるようになります。

はじめての情報技術コース、はじめて

のアルゴリズムコース、プログラミン

グの基礎コース、あるいは相当の情報

技術に関する基礎的な知識。データ

ベースの基礎コース、あるいは相当の

データベースに関する基礎的な知識が

あると学習しやすくなります。

本コースでは、Oracle9.0.1.1.1とWindows NT、または、Windows 2000を前提

としています。 

上記の環境がなくても、コースを受講するうえで問題はありません。 

※資格試験対策シリーズの「Oracle Master Silver SQL 合格総合対策コース」のテ

キストコンテンツとほぼ同内容になります。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
00066T12 プログラミングの基礎：チュータなし 00066T12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

30 ○
これまで全くプログラミングを学習したことがない方を対象に、基礎的な概念を始めとしたプログラムを作成するために必要な知識と、初

歩的なプログラムの作成手法を学習します。

・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 

・オブジェクト指向プログラミングの概念についての理解 

・エラー処理の重要性についての理解

はじめての情報技術コース、あるいは

それ相当の情報技術に関する入門的知

識。はじめてのアルゴリズムコースに

ついても学習済みなことが望ましい。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
00118T11

Eclipseで学ぶ！実務 C言語プログラミ

ング：チュータなし
00118T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

20 ○

C言語の特徴や開発言語としての位置付けから基本書式、変数、演算子、データ型、関数、制御構文、ポインタまでC言語でのプログラミン

グに必要となる基本知識、基本技法を、統合開発環境を用いた実習を通して学習します。また、探索やソートなどアルゴリズムの基本をC言

語で実装する方法を紹介します。

・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

・基本アルゴリズムの実装

・統合開発環境の基礎の理解

『はじめてのアルゴリズム』の学習な

ど、プログラミングの基礎知識、ある

いはなんらかのプログラミング経験

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

プログラミング

言語
C0124T11

Python プログラミング Step1：チュー

タなし
00124T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

20 ○

Pythonは第四次産業革命の中核であるAI技術（機械学習、ディープラーニング）の開発やビッグデータ分析、IoTおいて、注目を集めてい

るプログラミング言語です。

そのPythonを開発環境の構築から学習します。さらにコースを通して2つの成果物を制作することで、実践的にPythonの基本文法を学習す

ることができます。

受講対象者はプログラミング初心者からプログラミング経験者まで幅広く対応しています。

初めてPythonを学習する方向けの基礎から学べるコースとなっています。

・開発の基礎を理解する

・Python の基礎を理解する

・学習内容を組み合わせて成果物を制作できるようになる

『はじめてのアルゴリズム』修了。

あるいはプログラミングの基礎知識、

何らかのプログラミング経験。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

マークアップ言

語
00068T11 HTML Step1：チュータなし 00068T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

15
Step1では、Webページ作成に必要となるHTMLタグの使い方、画像ファイルの扱い方の基本とファイルをサーバに転送し、登録するために

必要となるWWWの構成について学習します。

・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

コンピュータの基本操作、テキスト エ

ディタの基本操作

テキストエディタとブラウザがあれば、プログラムを組んで動かしてみることがで

きます。
○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

マークアップ言

語
00100T11 HTML Step2：チュータなし 00100T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

25
Step2では、より効果的なホームページ作成のために必要となる知識として、フレーム、スタイル シート、フォーム、およびCGIの利用な

どについて学習します。

・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 

・フォームとCGIによるデータの送信 

・Java、JavaScriptの利用

・HTML の基本知識 

・基本的なタグを使った簡単なホーム

ページの作成 

・wwwサーバへのファイルの転送 

・プログラミング言語の基礎知識

テキストエディタとブラウザがあれば、プログラムを組んで動かしてみることがで

きます。
○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

マークアップ言

語
00097T11 HTML5：チュータなし 00097T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

20 ○

本コースは正式なHTML5準拠コースです。

マルチデバイス対応のwebページの作成・公開に必要なHTML5の基礎知識を網羅し、豊富な図解を用いてシンプルに解説しています。

講師による説明動画があり、実際のレスポンシブデザインのようすなどを映像で確認することができます。

・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

・HTML4の基礎知識

・JavaScriptの知識

・SQL言語、MySQLやPHPについても

知識があるとなおよい

職場などのセキュリティ環境によってはコース内の動画を閲覧できないことがあり

ますが、テキストと画像だけでも十分な説明がありますので、受講に大きな支障は

ありません。

理解をサポートする、150語におよぶ用語解説つき。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

マークアップ言

語
00069T12 XML Step1：チュータなし 00069T12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

15 ○

Step1では、XMLを使ったデータ交換などのアプリケーション開発に必要となる基本的な知識を XMLによるデータ構造、スタイルシート、

データ タイプ定義を中心に学習します。なお、本コースで扱っている各種標準仕様のバージョンは XML 1.0、XSLT 1.0、XML Schema 

1.0、CSS level 1 です。また、本コースで使用している XML Spy のバージョンは 2.5 です。

・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

HTMLの基本知識、テキストファイルの

取り扱い

テキストエディタとInternet Explorer 6.0があれば、プログラムを組んで動かして

みることができます。また、XML文書作成エディタXML Spyなどがあれば、XML文

書作成が簡単になります。なお、上記環境が整っていなくても、コースを受講され

る上で問題はありません。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

オペレーティン

グシステム クラ

シック

00070T11 UNIX Step1：チュータなし 00070T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

25
Step1では、OS としてのUNIX の基本的知識とすでに構築されている UNIX ネットワークにクライアントとして新たに参加して、UNIXを

利用するために必要となる事項を学習します。

・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

コンピュータに関する基礎知識

FreeBSDやLinuxなどのUNIX系OSがインストールされたコンピュータがあると、

より理解しやすくなります。なお、このコースでは、FreeBSD4.7を使用していま

す。また、上記環境が整っていなくても、コースを受講される上で問題はありませ

ん。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

オペレーティン

グシステム
00093T11

Windows Server 2012 R2：チュータ

なし
00093T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

20 ○
Windows Server 2012 R2について、Active Directoryの設定・管理、OSの基本操作、Shellやサーバー仮想化をふくめWindows Server全

般の基本設定や新機能について学習します。

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

・ファイル・プリントサーバー設定

・ディスク管理

・DHCP・DNSサーバー設定

・PowerShell基本操作

・Active Directory設定・管理

・サーバー仮想化（Hyper-V）の構築と基本操作

Windows Serverの基本操作、

TCP/IP、ネットワーク関連 についての

基本的な知識

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

オペレーティン

グシステム
00130T11 Windows Server 2019：チュータなし 00130T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

20
Active Directoryの設定・管理、OSの基本操作、グループポリシーの設定、Shellやサーバー仮想化を含めたWindows Server全般の基本設

定や、新機能について学習します。

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

・ファイル・プリントサーバー設定

・ディスク管理

・DHCP・DNSサーバー設定

・PowerShell 基本操作

・Active Directory設定・管理

・サーバー仮想化 （Hyper-V）の構築と基本操作

Windowsの基本操作、TCP/IP、ネット

ワーク関連の基本的な知識

サーバ機としてWindows Server 2019がインストールされたコンピュータ、クラ

イアント機としてWindows 10がインストールされたコンピュータがあると、より

理解をしやすくなります。

なお、上記環境が整っていなくても、コースを受講される上で問題はありません。

○



情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

ネットワーク 00072T12
ネットワーク TCP/IP Step1：チュータ

なし
00072T12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

18 ○ Step1では、TCP/IPを中心としてネットワークの基礎知識やネットワーク管理者として必要な知識、技術の基礎を学習します。

・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 

・基本的なネットワーク サービスの起動と終了

コンピュータの基礎知識
TCP/IPを中心としてネットワークの基礎知識やネットワーク管理者として必要な知

識、技術の基礎の習得を希望されている方向けのコースです
○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

ネットワーク 00101T11
ネットワーク TCP/IP Step2：チュータ

なし
00101T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

30 ○

Step2 では、ネットワーク サービスを提供する各種サーバー（DNSサーバー、wwwサーバー、mailサーバー、FTPサーバーなど）につい

て、その仕組みと基本的な設定を学習します。

また、Red Hat Linux をはじめとした Linux / 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についても学習しま

す。

・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

・UNIX 系 OS の基礎知識 ・基本的な

ネットワーク アーキテクチャの理解・

基本的なネットワーク プロトコルの理

解 ・TCP/IP の基本的なメカニズムの

理解 ・基本的なネットワーク サービス

の起動と終了

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

オペレーティン

グシステム
00073T14

Linux Step1 - サーバ構築・管理の基

礎：チュータなし
00073T14

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

25 ○

Linuxの構築、管理の基礎的な内容を学習します。

インストール、ファイルシステム、シェル、管理、ネットワークなど幅の広い内容を扱います。

Flashアニメーションを使っておらず、タブレットでも学習できます。

実際のOSの表示などがわかるキャプチャやスライドが掲載されているので、OSがインストールされていない環境でも学習が可能です。ま

た、OSのバーチャルな導入方法についても指導します。

以前のコースよりも実践的な内容となっています。たとえばシェル、コマンド、シェルスクリプトなど、実際の管理の根源的な技術を学ぶ

ことができます。

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

　・コマンド（シェル、コマンド、シェルスクリプト）

　・サーバ管理の基本（パッケージ管理、初期化プロセス、サービス管理、ネットワーク設定、

ログ等）

　・DNS設定と管理 （BIND 、マスター・スレーブサーバ設定、DNS管理コマンド）

　・WWW サーバ構築（Apache と Tomcat）

　・DBサーバ （MariaDB、MySQL、PostgreSQLの導入）

基本情報技術者相当の、情報技術に関

する基礎知識

受講対象者は以下のとおり。

・UNIX/Linux サーバ管理者を目指す人

・UNIX/Linux システムの保守を担当する人

本コースは RHEL 系になります。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

オペレーティン

グシステム
00102T12

Linux Step2 - インターネットサーバ構

築・管理：チュータなし
00102T12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

27 ○

Linuxのインターネットサーバ構築・管理の内容を学習します。

Linuxによるユーザ認証とアクセス、ディレクトリサービス、メールサーバ構築、NTPやLDAPの設定、セキュリティ強化など、多用途の

ネットワーク・サーバ構築のために必要な知識を幅広く学習します。

LPIC Leve1、Level2におけるインターネットサーバ構築に関する内容について、より実践的な学びの実現を考慮して設計されています。

（説明にはRedHat系のOSとしてCentOS7.xを利用します）

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

・TLSによる暗号化の理解

・メールサーバの設定とメールサービスの理解

・メーリングリストサーバの設定と管理方法の理解

・POP/IMAPサーバの基本設定の理解

・Proxyサーバの設定とユーザ認証方法の理解

・NTPのサーバの設定とクライアント設定方法の理解

・サーバ・ネットワーク・サービスのセキュリティと監視方法の理解

『Linux Step1 - サーバ構築・管理の

基礎』相当

Red Hat 系 Linux がインストールされたコンピュータがあるとより理解しやすくな

ります。なお、このコースでは、CentOS 7 をベースに利用しています。

なお、上記環境が整っていなくても、コースを受講されるうえで、問題はありませ

ん。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

情報セキュリ

ティ
C0122T11

情報セキュリティ技術の基礎：チュー

タなし
00122T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

26 ○

情報セキュリティについて、技術的な側面から学習する。

基礎や概要として重要なポイントを学習の中心とし、情報セキュリティを横断的に理解する。

技術要素の詳細については、主要な項目と、特徴を掴む。

以下の概要について理解する

　・セキュリティの管理と運用

　・認証

　・ネットワーク・データベースの基礎とセキュリティプロトコル

　・不正アクセスとその防止

　・アプリケーションセキュリティとOSセキュリティ

　・プログラミングとマルウェア

　・暗号と電子署名

　・情報セキュリティ関連法規

『はじめての情報技術』コース相当

の、情報技術に関する初歩的な知識。

ソフトウェア、OS、データベース、

ネットワーク、情報システムの構築・

運用・整備の、入門レベルの知識は保

持しているものとする。

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

データベース 00081T13 Oracle入門：チュータなし 00081T13

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

20 ○
Oracle というデータベースの理解に必要な基本的な用語、Oracle の概念、構造（アーキテクチャ）、表領域及びユーザーの作製と管理、そ

の他オブジェクトの作成と管理などを学習します。

・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

 ・その他のオブジェクトの作成と管理ができるようになる

情報技術やデータベースの初歩的な知

識は習得済みであること。

（当社コースの『はじめての情報技

術』、『データベースの基礎』など）

なお、SQL 言語を習得しているとより

学習しやすい。

Oracle 11 や Windows Server 2008 / Windows 7 / Vista に対応 ○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

データベース 00076T12 データベースの基礎：チュータなし 00076T12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

20

リレーショナルデータベースマネージメント システム（RDBMS）の基礎的知識を習得することを目的としています。具体的には、RDBMS 

の構造や集合理論に基づいた演算、論理設計と物理設計、管理システムとしてのトランザクションやデータ整合性管理機能について学習し

ます。また、RDBMS 上で利用するアプリケーション開発のポイントについても学んでいきます。このたび、最新のアプリケーションであ

る Oracle 11g や Access 2007 に対応

いたしました。

・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 

・アプリケーション開発における設計 / 開発方法の理解 

・次期データベース移行への基礎知識

・Windows の基本操作 

・Microsoft Access の基本操作

Microsoft Access2000 がインストールされたコンピュータがあれば、Access の操

作をしながら、レッスンを進めることができますが、コース受講において、特にソ

フトウェアのインストールを必要としません。

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

設計 00085T11
オブジェクト指向分析・設計：チュー

タなし
00085T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

30 ○

本コースでは、オブジェクト指向の概念と実際の利用方法、また、オブジェクト指向技術の応用例について学習します。まず、オブジェク

ト指向の基本概念と用語について学び、オブジェクト指向の表記方法として UML の概念と表記方法について学習します。そして、オブ

ジェクト指向を使ったプログラミング方法や分析・設計方法、また、分散オブジェクト技術やデーターベースへの応用などについても学習

し理解を深めます。

・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  

・オブジェクト指向分析・設計の基本概念の理解  

・オブジェクト指向技術の応用技術についての基本概念の理解

・ソフトウェア工学の基礎知識 

・プログラミングの基礎知識
○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

設計 00077T12 システム設計：チュータなし 00077T12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

30 ○

本コースは、中級以上のプログラマ向けのシステム設計コースです。現場からのフィードバックを随所に入れ、各設計工程（基本設計→外

部設計→内部設計）における目的および進め方について、具体的に解説します。システム設計を行ったことのないプログラマにも、今まで

経験したプログラミング工程が、その前提にある設計工程とどのようにつながりを持つのか理解しながら進めることができます。なお、設

計の詳細については、ウォーターフォールモデルと UML モデリングを中心に説明しています。

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。

何らかのプログラミングの知識。

「データベースの基礎」コースを受講

済み、あるいは同等の知識

○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

クラウド C0136T11 AWS の基礎：チュータなし 00136T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

14 ○

AWS の概念や概要を理解するだけでなく、セキュリティ対策込みの運用、メンテンナンス、拡張方法についても学習可能なコースです。

AWSで提供されている主要なサービスやソリューションについて学習します。 

また、AWSの「コアサービス」を中心に使いWebシステムを構築および運用するための基本的な操作を学習します。 Webシステムを例に

して、構築後の運用・管理の方法を学習します。

・クラウドやAWS に関連する用語と概念を理解する

・主な AWS のサービスの基本的な操作方法を理解する

・AWS のコアサービスを中心に利用して、スケーラブルで可用性のある Web システムが構築

できる

・AWS の提供するセキュリティ対策について理解する

・AWS を活用したシステムのバックアップ等の管理手法を理解する

特になくても受講はできるが、以下の

知識があることが望ましい。

・Webシステムの構築・運用経験また

は知識（クラウド未経験でも可）

・リレーショナルデータベース管理シ

ステム（RDBMS）の知識

・コンピュータネットワークに関する

一般的な知識

受講対象者は以下のとおり。

・これからクラウドサービスを使い始める方

・AWSを活用したシステムの導入提案を行う担当者

・AWSを使ったサーバサービスの構築方法を学びたいインフラエンジニア

・AWSを使ったサービスを検討しているソフトウェアエンジニア

　等

○ ○

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

クラウド C0134T11 クラウド導入の基礎：チュータなし 00134T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

14 ○

さまざまな形態があり、技術範囲が広く、日々進化しているクラウドの仕組みと技術を理解し、メリットとデメリットを事例から学ぶこと

で、自分に最も適したサービスを選択できるようになるためのコースです。

また、Amazon の AWS、Google の GCP、Microsoft の Azure を例にして、それらのサービスの特徴と仕組み、および事例を解説しま

す。

・クラウドの仕組みと種類を理解する

・クラウドを使った事例についての知識を得る

・クラウドを導入する際の検討事項を理解する

特になくても受講はできるが、以下の

知識があることが望ましい。

・「はじめての情報技術」コース相当

の、コンピュータ、ネットワーク、OS

やデータべ―スに関する基礎知識

受講対象者は以下のとおり。

・これからクラウドサービスを使い始める方

・「クラウドとは」から、クラウドの仕組みまで学びたい方

　等

○ ○

★

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

情報技術 C0078T12
はじめての情報技術 ～ IT 人材への

ファーストステップ～：チュータなし
00078T12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

18 ○
このコースはインターネットとメールができる程度のレベルの方のご利用を想定した、情報技術の各専門技術を学習するのに必要最低限の

知識を得られるコースです。 情報技術者（志望者）向けの ファーストステップ講座としてご利用できるようになっております。

以下のような情報技術に関する基礎の理解を得ること。

-情報技術全体の概念-コンピュータのしくみ

-プログラミングのしくみ

-ネットワークのしくみ-データベースのしくみ

-アルゴリズムのしくみ

インターネットの閲覧、メールの閲覧/

作成などの、ユーザとしての基本的な

ITリテラシ

受講対象者は以下のとおり。

全社員（とくに情報技術者（志望者））
○ ○



★

情報技術チュー

タなし　シリー

ズ

情報技術 C0079T12

はじめてのアルゴリズム ～プログラミ

ング初心者のためのロジック入門～：

チュータなし

00079T12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

18 ○
このコースはインターネットとメールができる程度のレベルの方のご利用を想定した、アルゴリズムをはじめて学習するのに必要最低限の

知識を得られるコースです。 後にプログラミングの基礎学習を実施する際に、抵抗なく学習できるだけの体験的概念理解ができます。

以下のような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を理解

することを目標とします。 

- 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

インターネットの閲覧、メールの閲覧/

作成などの、ユーザとしての基本的な  

PC リテラシ 「はじめての情報技術」

コースを受講済みであることが望まし

い

受講対象者は以下のとおり。

全社員 （とくに情報技術者（志望者））
○ ○

PDU 取得シリー

ズ

リーダーシップ 

（Leadership）
00056T11

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）

00056T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

本コースは、プロジェクトマネージャやそれを目指す方を対象にしたコースです。本コースでは、コミュニケーションの基本スキルを身に

つけるとともに、コミュニケーションマネジメントにおけるコミュニケーション計画の作成、実行、チェック、改善の方法についても学習

します。本コースを学習し、実践することにより、プロジェクトメンバーとのコミュニケーションを円滑にし、プロジェクトの円滑な運営

を目指します。

・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。

・コミュニケーション計画に従って適切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をチェック・改善できるようになる。

特になし

本コースは、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」コースをプロジェクトマネジャーや、それを目指す方向けに改訂したコースと

なっています。

○

PDU 取得シリー

ズ

リーダーシップ 

（Leadership）
00088T11

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）

00088T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

このコースは、プロジェクト・マネジャーやそれを目指す方を対象にしたコースです。

本コースを学習することにより、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。プレゼンテー

ション資料の作成だけでなく、プレゼンテーションに必要な準備から、プレゼンテーションでの話し方まで効果的・効率的に学習します。

また、プロジェクト・マネジャーとしての考え方からどのようなプレゼンテーションが望まれるか、ステークホルダーの立場に立ったプレ

ゼンテーションや、マネージし易い情報提供の方法を学習します。

・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」、「実績報告」等、シーン毎にどのような考え方で

臨むべきかを把握する。

特になし

本コースは、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」

コースをプロジェクトマネジャーや、それを目指す方向けに改訂したコースとなっ

ています。

○

PDU 取得シリー

ズ

リーダーシップ 

（Leadership）
00089T11

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）

00089T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

このコースは、プロジェクト・マネジャーやそれを目指す方を対象にしたコースです。

組織におけるリーダーは、組織の理念や目標を、自らのチームを率いて実現させていくポジションにあります。 

しかし、チームや部下の能力や意欲は一律なものではなく、状況と局面によって、適切な指示や対処を個別に行うことが求められ、画一的

な指導論では困難な面があります。 

そこで、本コースでは部下の成長状況を４つに分け、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などを見極め、適切

に対処するための具体的スキルを学習します。 

また、組織ビジョン構築・共有、チーム全体の目標達成に向けた行動の管理手法について学びます。

・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。

・プロジェクト・マネジャーに特に必要とされるリーダーシップについて理解する。

特になし

本コースは、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」

コースをプロジェクトマネジャーや、それを目指す方向けに改訂したコースとなっ

ています。

○

PDU 取得シリー

ズ

リーダーシップ 

（Leadership）
00107T11

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）
00107T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

対象：はじめて管理職になった方やその候補となる方

本コースでは、ファシリテーターとしての心構えとファシリテーションのスキル、そして、会議など話し合いの目的に応じた準備と実践方

法について学びます。本コースの学習により、円滑で有意義な結果をもたらす会議・話し合いを進行できるようになることを目指します。

コースの特長：

会議の目的をふまえたうえで、適切なファシリテーションができるようになるために、会議の準備から事後のフォローまで、基本的なスキ

ルを学習できます。

コース内には、自分の考えをアウトプットするための記入箇所が多数あります。これにより、職場で行われている日頃の会議の様子や自分

の会議等へのかかわり方をふり返りながら、学習を進めていくことができます。

記入に使うシートは、 Word 版、PDF版をダウンロードしていただけます。

執筆は、コーチやファシリテーターとして実績が豊富な吉田典生氏です。

マルチデバイス対応により、タブレット端末を用いて学習することが可能です。

・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。

特になし

本コースは、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」

コースを、プロジェクトマネジャーや、それを目指す方向けに改訂したコースと

なっています。

○

PDU 取得シリー

ズ

ストラテジー＆

ビジネスマネジ

メント 

（Strategic）

00103T11
ソフトウェア資産管理 （4PDU取得：

ストラテジー）
00103T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

4 ○ BABOK（R） ガイドは、ビジネスアナリシスの活動全般について、基本的な活動の内容とそこで使用するテクニックを網羅的に記載してあり、実務においても示唆に富む内容が多く含まれますが、こちらの最新の v3 について、基本的な構造や考え方、読み方を理解できるようになっています。

・ 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

・ SAM の運用 棚卸し、監査、定着のための継続改善について理解する

・ プロジェクト、ソフトウェア開発における SAM について理解する

特になし ○

PDU 取得シリー

ズ

ストラテジー＆

ビジネスマネジ

メント 

（Strategic）

00120T11
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）
00120T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

はじめて管理職になった方やその候補となる方を対象にしたコースです。

まず損益計算書（P/L）、貸借対照表（B/S）、キャッシュフロー計算書（C/S）の構成や見方を学習します。そして、財務諸表によって、

自社や他社の収益性、安全性、効率性、成長性などを読み取り、分析することを学習します。財務諸表についてしっかりと理解することに

より、「ヒト、モノ、カネ」の「カネ」の問題を正しく理解することを目指します。

・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

特になし

本コースは　マネジメントスキルシリーズ「企業会計ベーシック」コースを元に、

一部内容をプロジェクトマネジャーに合わせたものを追加掲載し、専用修了証書を

設けたものになります。

○

PDU 取得シリー

ズ

ストラテジー＆

ビジネスマネジ

メント 

（Strategic）

00121T11

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）

00121T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

14

経営戦略の実現に影響するビジネス課題の解決のために、IT を戦略的に活用すべきケースが多くなってきています。

本コースはこの経営戦略に基づいた全体システム化計画（EA：エンタープライズ・アーキテクチャ）をどのように作成していけばよいか

を、ビジネスアナリシスの考え方も取り入れて学習していきます。

7章立てとコンパクトにまとまった中に、企業のデジタルトランスフォーメーションの計画立案に必要な事項を網羅しています。

演習では、実際に計画立案する際に直面する問題、必要な理解を問う問題を積極的に入れています。

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

・DX時代のEAについて理解する

・経営戦略に基づきIT戦略をどのように立案していけば良いかを学ぶ

・IT戦略を実現する全体システム化計画（EA）をどのように策定していけばよいかを学ぶ

・中長期情報化計画をどのように策定していけばよいかを学ぶ

・プロジェクトマネジメントの基礎 

・ PMBOK（R）ガイド第6版に関する

知識

※ 必須ではないが、BABOK（R）やIT

コーディネータなどの標準などを理解

していると、より理解しやすい

〇 〇

PDU 取得シリー

ズ

ストラテジー＆

ビジネスマネジ

メント 

（Strategic）

00123T11

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）

00123T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

12

モノがあふれた現代では、ただモノを作るということでは売れづらくなっており、ユーザにミートしたものを意図的に設計していく必要が

あります。

デザイン思考ではこのような考え方に基づき、誰にどんなものやサービスをどのように届けるかユーザ視点に立って、単なるモノでなくコ

トを全体的に設計していくやり方を学習します。

このことで、使われて愛される「コト」を「イノベーション」する基礎力と活用力を身につけます。

PMP や BA においても、顧客の要求に沿った開発、顧客の使いやすい成果物を実現するため、アジャイル的な考え方やデザイン思考の力を

より強く求められるようになってきました。

本コースはそれらの力を伸ばすように設計されています。

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

・デザイン思考に求められるマインドセット

・共感、行動観察とインタビュー

・ジョブ理論

・ペルソナの活用

・共感マップ

・カスタマージャーニーマップ

・アイディアの発散と収束

・プロトタイピングとテスト目的と実施方法

・シナリオプランニング

・外部環境の考え方と分析フレームワーク

・ビジネスモデル

・ビジネスモデルキャンバス

必須ではないが、プロジェクトマネジ

メントの基礎知識があることが望まし

い

セルフワークの一部には、紙を使ったワークがあります。PowerPoint ファイルま

たは PDF ファイルの編集ができる環境、あるいは PDF を印刷した手書きのワーク

をデジタル写真でアップロード可能な環境があると学習しやすいです。

スマートフォンでの学習も可能です（iOS 12 以上、Andorid 8.0 以上）。

〇 〇

PDU 取得シリー

ズ

テクニカル・プ

ロジェクトマネ

ジメント 

（Technical）

00122T11

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）

00122T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

6

EVMとは、プロジェクトが計画した通りに進んでいるかを、期間ごとの計画値（PV）、出来高（EV）、実績値（AC）の積み上げ折れ線グ

ラフ表示によって管理する手法です。いわばプロジェクトの健康診断書です。

このEVMを学習することにより、個々のプロジェクトが健全な状態であるかを瞬時に判断することができます。

この学習を通して、適切なマネジメントに結び付けるための力を身につけます。

以下の理解

・EVM概説とメリット

・PDCAサイクルとEVM

・EVMの計算

・EVM導入

・EVMによる管理

・EVMの活用（コスト・スケジュール・パフォーマンスのコントロール）

PMBOKやプロジェクトマネジメントの

基礎を学習済みの方
〇 〇



PDU 取得シリー

ズ

テクニカル・プ

ロジェクトマネ

ジメント 

（Technical）

00119T11
アジャイル実務ガイド 要説（10PDU取

得：テクニカル）
00119T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

PMBOKガイド 第6版がアジャイルに対応したことを受け、アジャイルを学習しようとしているプロジェクト・マネージャーやプロジェ

クト・リーダー、そしてチームメンバーが、アジャイルを基礎から学べることを前提として開発されたものです。PMBOKガイド 第6版

の副読本である「アジャイル実務ガイド」をベースとしつつ、アジャイルでの大事なポイントや実践的なプラクティスなどを加筆した構

成になっています。

　※「PMBOK（R）ガイド第６版」で追加されたアジャイル型/適応型プロジェクト環境についても学習内容に含まれています。

　　また非ソフトウェア開発プロジェクトに取り組んでいる方でも、課題解決手法としてアジャイルを学んでいただける内容になってい

ます。

・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

・アジャイルを実践するうえでの組織的な考慮事項を理解できる

現在注目されているアジャイルについての基本的な考え方や手法について学び、アジャイルを利

用する際に必要な環境や知識について学びます。将来アジャイルのプロジェクトを立ち上げた際

に必要となる知識を習得することを目標とします。

・PMBOKの用語を知っている

・何らかのプロジェクトに参画した経

験

※プロジェクト・マネジメントはITに

特化したものではないため、ITの知識

は前提としていませんが、アジャイル

の技術的なプラクティスなどはITに特

化したものとなっています。

○

PDU 取得シリー

ズ

テクニカル・プ

ロジェクトマネ

ジメント 

（Technical）

00126T11
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）
00126T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

3

プロジェクトマネジメントについて、部分的な体験はあっても全体を通した実施経験が豊富でない方にむけての、体験型のプロジェクト

マネジメント入門コースです。

プロジェクトの立上げ、計画、実行、監視、終結の一連の流れを通し、プロジェクト遂行の勘所について学習します。

その要素や、管理の難しさ、要点を掴み、事例を通して実際の実行方法などを学習します。

・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

・プロジェクトを進めることの楽しさや管理の難しさ、対処法について理解をする

特になし。一般的な業務経験があるこ

とが望ましい。

※本コースはスマートフォンで学習の最適化を行っています（iOS 12 以上、

Andorid 8.0 以上）

※本コースは「ビジネススキルシリーズ」ですが、同じシナリオで、PDU申請に対

応した『実践的プロジェクトマネジメント入門』が「PDU取得シリーズ」にありま

す。

　そちらのコースでもスマートフォンで学習の最適化を行っています。

〇 〇

PDU 取得シリー

ズ

テクニカル・プ

ロジェクトマネ

ジメント 

（Technical）

00090T21
DX時代の IT サービスマネジメント基

礎（12PDU取得：ストラテジー）
00090T21

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

12

ITサービス運用の維持管理ならびに継続的改善を行っていく「ITサービスマネジメント」。 本コースは顧客のニーズに合致した適切な 

IT サービスを提供するマネジメント活動について学習します。

DX 時代の最新 IT サービスマネジメントに対応した内容です。

　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

　・サービスデザインの領域で、 DX 時代に加わった新たな検討課題

　・アプリケーション開発の領域で、DX時代に加わった新たな検討課題

　・サービス運用の領域で、DX時代に加わった新たな検討課題

特になし。プロジェクトやプロジェク

トマネジメント、システム開発などに

ついてあらかじめ知識があるとより読

みやすいでしょう。

〇 〇

PDU 取得シリー

ズ

リーダーシップ 

（Leadership）
00113T11

課題設定力と解決実行プロセス 

（10PDU取得：リーダーシップ）
00113T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

はじめて管理職になった方やその候補となる方を対象にしたコースです。

ビジネスの事象を構造化して分析し、課題を解決するための定石を学習します。続いて、必要な関係者を巻き込み、その考えを聞いたうえ

で、論理的に解決策を創り出すスキルを身につけます。

本コースの学習により、課題解決力を磨き、チームを動かすリーダーとなることを目指します。

・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

特になし
本コースは、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』コー

スを、プロジェクトマネジャーのために調整したコースとなっております。
○

PDU 取得シリー

ズ

リーダーシップ 

（Leadership）
00114T11

成果を出すタイムマネジメント 

（10PDU取得：リーダーシップ）
00114T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

はじめて管理職になった方やその候補となる方を対象にしたコースです。

本コースを学習することにより、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。

本コースでは、タイムマネジメントの基本的知識の習得とともに、実際の業務の中で使用できるタイムマネジメントツールをコースの中で

提供し、それを使用してタイムマネジメントを行いながら学習を進めることで、学習者の習慣として定着させることができます。

・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

特になし
本コースは、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』コー

スを、プロジェクトマネジャーのために調整したコースとなっております。
○

PDU 取得シリー

ズ

リーダーシップ 

（Leadership）
00115T11

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）

00115T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

はじめて管理職になった方やその候補となる人を対象にしたコースです。

はじめにロジカル・シンキングに取り組むための心構えを学習します。つづいて、ロジカル・シンキングの基本知識・スキルを学習し、最

後にその知識とスキルを活用した問題解決とコミュニケーションのスキルについて学習します。

本コースの学習により、効率的に仕事を進め、自分だけでなく部署や会社全体の生産性が上がることを目指します。

・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

・相手を理解したうえで、説得力のある主張ができる

特になし

本コースは、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』コースを、プロジェクトマネジャーのために調整したコースとなってお

ります。

○

PDU 取得シリー

ズ

リーダーシップ 

（Leadership）

テクニカル・プ

ロジェクトマネ

ジメント 

（Technical）

C0135T11

PM 実践 - アジャイルを活用したハイブ

リッド開発実践 （12PDU 取得：複数

サブカテゴリ）

00135T11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

12

プロジェクトを推進し、ゴールに導くためにどのようなアプローチを選択すべきか判断するための知識を習得します。

各アプローチで重要なプロジェクト遂行のポイントを習得します。

特にウォーターフォールのみ、アジャイルのみでは失敗しがちなプロジェクトについての対処方法としてのハイブリッドについて、事例や

演習を中心に学習していきます。

・プロジェクトアプローチの特徴を理解する

・アジャイルソフトウェア宣言と原則、そして誤解について学習する

・プロジェクトの独自性とアプローチについて判断などの演習を通して学習する

・スクラムプラクティスと体制について、体制図の作成などを通して実際の理解を深める

・プロジェクトの制約とマイルストンについて、マイルストンリストの作成を通して理解を深め

る

・プロジェクトと育成について学習する

・事業とプロジェクトの価値について、プロジェクトの成功とビジネスの成功を通して理解を深

める

・これからのプロジェクト・マネジャーの役割について学習する

プロジェクトマネジメントに関する基

礎知識
○ ○

スキル診断テス

トシリーズ

スキル診断テス

トシリーズ
00001D12 スキル診断テスト　Java 00001D12

7日*（テ

スト時間：

30分）

0.5

エンジニアに求められるスキルのうち、最も基礎となるテクニカルスキルを客観的に測定します。 

【出題分野】Javaの基礎 / 例外とインターフェイス、グラフィック処理 / 基本的なJava API / ネットワークプログラミングとWebアプリ

ケーション構築の基本 / RMI / Servletと JSP、JavaBeans / JDBCを使ったデータベースアクセス、HttpServlet / セッション管理 / クラ

スと継承

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 

C･･･総合的な学習が必要

特になし

テスト形式：択一式（5択） 

 

*受講期間の設定につきましては、お申込み時に確認させていただきます。 

*閲覧期間はありません。

○

スキル診断テス

トシリーズ

スキル診断テス

トシリーズ
00002D12 スキル診断テスト　C言語 00002D12

7日*（テ

スト時間：

30分）

0.5

エンジニアに求められるスキルのうち、最も基礎となるテクニカルスキルを客観的に測定します。 

【出題分野】C言語の基礎命令 / 配列 / 関数とファイル / 文字列と構造体 / ビット演算とマクロ / アドレス / ポインタ / ANSIライブラリ

と各種機能 / データ構造とアルゴリズム

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 

C･･･総合的な学習が必要

特になし

テスト形式：択一式（5択） 

 

*受講期間の設定につきましては、お申込み時に確認させていただきます。 

*閲覧期間はありません。

○

スキル診断テス

トシリーズ

スキル診断テス

トシリーズ
00003D12 スキル診断テスト　C++ 00003D12

7日*（テ

スト時間：

30分）

0.5

エンジニアに求められるスキルのうち、最も基礎となるテクニカルスキルを客観的に測定します。 

【出題分野】オブジェクト指向プログラミング / C++言語仕様の基本 / クラスに関する基礎知識 / クラス定義とその応用 / ポインタ / 

C++の高度な機能 / STL / UMLとデザインパターン

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 

C･･･総合的な学習が必要

特になし

テスト形式：択一式（5択） 

 

*受講期間の設定につきましては、お申込み時に確認させていただきます。 

*閲覧期間はありません。

○

スキル診断テス

トシリーズ

スキル診断テス

トシリーズ
00004D12 スキル診断テスト　Visual C++ 00004D12

7日*（テ

スト時間：

30分）

0.5

エンジニアに求められるスキルのうち、最も基礎となるテクニカルスキルを客観的に測定します。 

【出題分野】プログラミング環境と開発ツール / Microsoft固有の使用 / スレッドとデバッグ / MFC / MDIアプリケーション開発とエラー

処理・例外処理 / COMの基本 / C++テンプレートとC++ヘッダー / RPC,ATLベースのCOMプログラム開発

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 

C･･･総合的な学習が必要

特になし

テスト形式：択一式（5択） 

 

*受講期間の設定につきましては、お申込み時に確認させていただきます。 

*閲覧期間はありません。

○

スキル診断テス

トシリーズ

スキル診断テス

トシリーズ
00006D12 スキル診断テスト　HTML 00006D12

7日*（テ

スト時間：

30分）

0.5

エンジニアに求められるスキルのうち、最も基礎となるテクニカルスキルを客観的に測定します。 

【出題分野】HTMLの基礎知識と簡単な作成 / HTMLの制作とリンク/ 画像処理 / ファイルのサーバへの転送 / テーブルの構成とフレーム / 

スタイルシート / JavaScript / アクセシビリティに配慮した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 

C･･･総合的な学習が必要

特になし

テスト形式：択一式（5択） 

 

*受講期間の設定につきましては、お申込み時に確認させていただきます。 

*閲覧期間はありません。

○

スキル診断テス

トシリーズ

スキル診断テス

トシリーズ
00007D12 スキル診断テスト　UNIX 00007D12

7日*（テ

スト時間：

30分）

0.5

エンジニアに求められるスキルのうち、最も基礎となるテクニカルスキルを客観的に測定します。 

【出題分野】ファイル構造と基本的コマンド / シェルの機能と viエディタ　/ ネットワークとプロセス管理　/ 監査とログ　/ DNSサーバ

とWebサーバ、メールサーバの構築 / セキュリティ / PCとの相互接続環境

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 

C･･･総合的な学習が必要

特になし

テスト形式：択一式（5択） 

 

*受講期間の設定につきましては、お申込み時に確認させていただきます。 

*閲覧期間はありません。

○

スキル診断テス

トシリーズ

スキル診断テス

トシリーズ
00008D12 スキル診断テスト　TCP/IP 00008D12

7日*（テ

スト時間：

30分）

0.5

エンジニアに求められるスキルのうち、最も基礎となるテクニカルスキルを客観的に測定します。 

【出題分野】ネットワークの基本 / ネットワーク接続形態とTCP/IPのメカニズム / ネットワーク管理コマンドとネットワークプロトコル / 

各種サーバーの構築 / NFS、ネットワークの構成 / ネットワークトラフィックの特性と動的ルーティング / ネットワークの管理・監視と障

害対応 / ネットワークセキュリティとTCP/IPネットワークの動向

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 

C･･･総合的な学習が必要

特になし

テスト形式：択一式（5択） 

 

*受講期間の設定につきましては、お申込み時に確認させていただきます。 

*閲覧期間はありません。

○



スキル診断テス

トシリーズ

スキル診断テス

トシリーズ
00013D12 スキル診断テスト　XML 00013D12

7日*（テ

スト時間：

30分）

0.5

エンジニアに求められるスキルのうち、最も基礎となるテクニカルスキルを客観的に測定します。 

【出題分野】XMLの基本事項 / XMLの具体的な記述 / DTD / エレメント / 実体の記述 / XMLとDB / XMLスキーマその他 / XML文書のモ

デリングとXSLT / 名前空間 / XMLとデータベース / DOMプログラミング / SAXプログラミング / XHTML

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 

C･･･総合的な学習が必要

特になし

テスト形式：択一式（5択） 

 

*受講期間の設定につきましては、お申込み時に確認させていただきます。 

*閲覧期間はありません。

○

スキル診断テス

トシリーズ

スキル診断テス

トシリーズ
00016D12 スキル診断テスト　Linux 00016D12

7日*（テ

スト時間：

30分）

0.5

エンジニアに求められるスキルのうち、最も基礎となるテクニカルスキルを客観的に測定します。 

【出題分野】Linuxの概要 / インストール / Linuxの基本設定 / ネットワーク / WWWサーバ / ftpサーバ / メールサーバ / ファイルサーバ 

/ DNSサーバ / セキュリティ

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 

C･･･総合的な学習が必要

特になし

テスト形式：択一式（5択） 

 

*受講期間の設定につきましては、お申込み時に確認させていただきます。 

*閲覧期間はありません。

○

組み込み技術シ

リーズ

組み込み技術シ

リーズ
00003K11

これからのものづくり　～製品企画か

ら運用までの流れ～
00003K11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

「ものづくり」を製品やサービスの顧客価値の最大化手法と捉え、製品ができるまでの各フェーズにおける基礎知識や品質・リスクといっ

たポイントを学習することができます。また最近では日本の製造業の競争力が落ちてきており、従来の強みを活かしつつも新しい価値を提

供する必要が出てきました。そこでこれからの「ものづくり」を率いる方々に課題意識を持ってもらい、その課題を解決するために必要な

基礎学習を行えるようにしています。

・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
なし ○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00041N11
Word 2010 Learning (入門から活用ま

で)：チュータなし
00041N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10

シミュレーションによる実習およびアニメーションによる紹介を通して、Microsoft Wordl2010を利用した文書作成の手順と編集方法につ

いて学習します。

また、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、事例として総合的に学習します。

最後に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も学習します。

・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

Windowsの基本操作
Microsoft Word 2010が整っていなくても、コースを受講されるうえで、問題はあ

りません。
○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00051N11
操作で学ぶ！ Word 2013 Learning

（入門から活用まで）
00051N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

シミュレーションによる実習および動画による紹介を通して、Microsoft Word 2013 を利用した文書作成の手順と編集方法について学習し

ます。

また、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。

＜コースの特長＞

・動画によるOffice新機能の解説

・WordのないPCでもシミュレーション操作で使い方が覚えられる

・実用的な内容のシミュレーション

・「○○をするためには」の逆引き検索も可能な便利な目次

・コース内で使用した ドキュメントファイルは全てダウンロード可能

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

・リボンやタブを理解する

・ページレイアウトの設定方法を習得する

・Word での文字入力方法を習得する

・文書の編集方法を習得する

・文書内での表の作成と編集方法を習得する

・グラフィックスの基本操作を習得する

・文書の印刷方法を習得する

・文書の管理方法について理解する

Windowsの基本操作 スマートフォンでも学習できます ○ ○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00054N11 Word 2016 Learning（入門編） 00054N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

6
シミュレーションによる実習およびアニメーションによる紹介を通して、Microsoft Word 2016 を利用した文書作成の基本的な手順と編集

方法について学習します。

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

・ページレイアウトの設定方法を習得する

・Word での文字入力方法を習得する

・文書の編集方法を習得する

・文書内での表の作成と編集方法を習得する

・グラフィックスの基本操作を習得する

Windowsの基本操作 Word 2016がインストールされていなくても学習できます。 ○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00054N21
Word 2016 Learning（入門から活用

まで）
00054N21

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10

シミュレーションによる実習およびアニメーションによる紹介を通して、Microsoft Word 2016 を利用した文書作成の基本的な手順と編集

方法について学習します。

また、Excel との連携、ぶら下げインデントやクイックパーツを活用した報告書の作成、作成したデータの保存・管理・校正・印刷するた

めの操作等についても学習します。

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

・ページレイアウトの設定方法を習得する

・Word での文字入力方法を習得する

・文書の編集方法を習得する

・文書内での表の作成と編集方法を習得する

・グラフィックスの基本操作を習得する

活用方法を覚える

・文書の印刷方法を習得する

・文書の管理方法について理解する

・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、事例とし

て総合的に学習する

Windowsの基本操作 Word 2016がインストールされていなくても学習できます。 ○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00042N11
Excel 2010 Learning（入門から活用ま

で）：チュータなし
00042N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10

このコースでは、 シミュレーションによる実習およびアニメーションによる紹介を通して、Microsoft Excel2010を利用した文書作成の手

順と編集方法について学習します。

また、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、事例として総合的に学習します。

最後に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も学習します。

・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

・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

Windowsの基本操作
Microsoft Excel 2010が整っていなくても、コースを受講されるうえで、問題はあ

りません。
○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00049N11
操作で学ぶ！ Excel 2013 Learning

（入門から活用まで）
00049N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

Microsoft Excel 2013を利用した表やグラフの作成手順と編集方法、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学習しま

す。

これからExcelを使う方にも親しみやすい動画で、機能や操作を把握いただき、続けてシミュレーションで実習します。講師にマンツーマン

指導を受ける感覚のeラーニングコースです。

Excel 2013をお持ちなら、実習用データをDLして実際に作業することも可能です。

2013からの新機能は動画でわかりやすくご説明します。逆引き検索ができる目次つき。

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。
Windowsの基本操作 スマートフォンでも学習できます ○ ○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00052N11 Excel 2016 Learning（入門編） 00052N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

6
機能説明やアニメーションによる紹介、シミュレーションによる実習を通し、Microsoft Excel 2016 を利用した数値の加工や整理、表やグ

ラフの作成手順と編集方法について学習します。

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

　・リボンやタブを理解する

　・Excel のデータ入力と編集方法を習得する

　・計算式の作成方法と関数の利用方法を習得する

　・表やグラフの作成方法とグラフ要素の編集方法を習得する

　・ワークシートの活用方法を習得する

Windowsの基本操作 Excel 2016がインストールされていなくても学習できます。 ○



Officeシリーズ Officeシリーズ 00052N21
Excel 2016 Learning（入門から活用ま

で）
00052N21

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10

機能説明やアニメーションによる紹介、シミュレーションによる実習を通し、Microsoft Excel 2016 を利用した数値の加工や整理、表やグ

ラフの作成手順と編集方法について学びます。

また、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。

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

　・リボンやタブを理解する

　・Excel のデータ入力と編集方法を習得する

　・計算式の作成方法と関数の利用方法を習得する

　・表やグラフの作成方法とグラフ要素の編集方法を習得する

　・ワークシートの活用方法を習得する

　・ワークシートの印刷方法を習得する

　・ブックの管理方法について理解する

　・ピボット、マクロ、Large、IF、RANK、RANK EQ、SUM、Vlookup などの有用な機能を理

解し、活用方法を習得する

　・Excel 機能を使いこなし、企画書、報告書、分析ドキュメントなどを作成し、事例として総

合的に学習する

　・便利なショートカット機能を理解する

Windowsの基本操作 Excel 2016がインストールされていなくても学習できます。 ○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00052N31
Excel 2016 Learning（入門から活用ま

で）課題演習つき
00052N31

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

11

『Excel 2016 Learning（入門から活用まで）』に課題演習を加えたコースです。

Microsoft Excel 2016 を利用した数値の加工や整理、表やグラフの作成手順と編集方法について学習します。さらに、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。

また、コースの末尾には Excel 2016 の基本的な操作方法の習得をできているか確認する演習があります。自己採点方式で結果を確認する

ことができ、学習内容を細かく実習いただくことができます。

＜コースの特長＞

基本的な操作を見てみて（アニメーション）、やってみる（シミュレーション）コース。

その理解を元に発展的な学習も進めていきます。

他社ではあまり見られない、実際のOfficeにとても近い動作を再現したシミュレーションを元に学習できるコースです。

文字入力やキー入力なども繰り返し体験できます。

シミュレーションには間違えた時の正解サポート機能がついており、すぐに正しい操作方法を理解することができます。

シミュレーションとアニメーションはナビゲーションの音声がついていますが、操作手順の字幕を表示すれば、音声なしでも学習できま

す。

※本コースの受講には、Excel 2016 または同等のアプリケーションをインストールした環境が必要です。

　これらの環境がない方は『Excel 2016 Learning（入門編）』または『Excel 2016 Learning（入門から活用まで）』を受講してくださ

い。

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

・リボンやタブを理解する

・Excel のデータ入力と編集方法を習得する

・計算式の作成方法と関数の利用方法を習得する

・表やグラフの作成方法とグラフ要素の編集方法を習得する

・ワークシートの活用方法を習得する

・ワークシートの印刷方法を習得する

・ブックの管理方法について理解する

・ピボット、マクロ、LARGE、IF、RANK、RANK.EQ、SUM、VLOOKUPなどの有用な機能を

理解し、活用方法を習得する

・Excel 機能を使いこなし、企画書、報告書、分析ドキュメントなどを作成して事例として総合

的に学習する

・便利なショートカット機能を理解する

Windowsの基本操作
本コースの受講には、Excel 2016または同等のアプリケーションをインストールし

た環境が必要です。
○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00085N11
PowerPoint 2010 Learning：チュータ

なし
00085N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

15

Microsoft PowerPoint 2010 の基本的な操作と、効果的なプレゼンを行うためのポイントを、シミュレーションを使って練習しながら学習

します。

コースの前半（第1～5章）では、文字入力、図・イラスト・ビデオ等の挿入と編集、表やグラフ、アニメーションの設定など、PowerPoint

の基本テクニックを学習します。

コースの後半（第6～8章）では、「情報をどうまとめるか」というプレゼンの考え方、全体のデザインを統一する方法、スライドショーの

実行など、効果的なプレゼンを行うためのポイントを学習します。

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。

Windowsの基本操作、Microsoft Word 

2010・Microsoft Excel2010の基本操

作ができること。

・必須ではありませんが、Microsoft PowerPoint 2010をお使いいただける環境が

あると、より効果的に学習できます。

・本コースに登場する人名、会社名について、仮名を使用してある場合、その人

名、会社名は実在するものではありません。偶然に実在の人名、会社名が存在して

いたとしても、本コースとは無関係ですので、あらかじめご了承ください。

○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00050N11
操作で学ぶ！ PowerPoint 2013 

Learning（入門から活用まで）
00050N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

15 ○

Microsoft PowerPoint 2013 の基本的な操作と、効果的なプレゼンを行うためのポイントを、シミュレーションを使って練習しながら学習

します。

コースの前半では、文字入力、図・イラスト・ビデオ等の挿入と編集、表やグラフ、アニメーションの設定など、PowerPoint の基本テク

ニックを学習します。

コースの後半では、「情報をどうまとめるか」というプレゼンの考え方、全体のデザインを統一する方法、スライドショーの実行など、効

果的なプレゼンを行うためのポイントを学習します。

これからPowerPointを使う方にも親しみやすい動画で、機能や操作を把握いただき、続けてシミュレーションで実習します。講師にマン

ツーマン指導を受ける感覚のeラーニングコースです。

PowerPoint 2013をお持ちなら、実習用データをDLして実際に作業することも可能です。

2013からの新機能は動画でわかりやすくご説明します。逆引き検索ができる目次つき。

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。

Windows、Microsoft Word 2013、

Microsoft Excel2013の基本操作ができ

ること。

スマートフォンでも学習できます ○ ○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00053N11 PowerPoint 2016 Learning（入門編） 00053N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

8 Microsoft PowerPoint 2016の基本的な操作を中心に、アニメーションによる紹介、シミュレーションによる実習を通して学習します。

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

　・スライドに動きをつける方法を習得する

　・スライドショーのリハーサル方法を理解する

　・スライドの訴求力アップ方法を理解する

Windowsの基本操作 PowerPoint 2016がインストールされていなくても学習できます。 ○

Officeシリーズ Officeシリーズ 00053N21
PowerPoint 2016 Learning（入門から

活用まで）
00053N21

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

14
Microsoft PowerPoint 2016の基本的な操作と、効果的なプレゼンを行うためのポイントを、アニメーションによる紹介、シミュレーショ

ンによる実習を通して練習しながら学習します。

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

　・スライドに動きをつける方法を習得する

　・スライドショーのリハーサル方法を理解する

　・スライドの訴求力アップ方法を理解する

　・プレゼンテーションの操作方法を習得する

　・効果的な資料作成のポイント、フロー、ストーリーの組み立て方について総合的に学習する

　・スライドの印刷、配布について習得する

Windowsの基本操作 PowerPoint 2016がインストールされていなくても学習できます。 ○



Officeシリーズ Officeシリーズ 00053N31
PowerPoint 2016 Learning（入門から

活用まで）課題演習つき
00053N31

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

15

『PowerPoint 2016 Learning（入門から活用まで）』に課題演習を加えたコースです。

Microsoft PowerPoint 2016の基本的な操作と、効果的なプレゼンを行うためのポイントを、アニメーションによる紹介、シミュレーショ

ンによる実習を通して練習しながら学習します。また、コースの末尾には PowerPoint 2016 の基本的な操作方法を習得できているか確認

する演習があります。自己採点方式で結果を確認することができ、学習内容を細かく実習いただくことができます。

＜コースの特長＞

基本的な操作を見てみて（アニメーション）、やってみる（シミュレーション）コース。

その理解を元に発展的な学習も進めていきます。

他社ではあまり見られない、実際のOfficeにとても近い動作を再現したシミュレーションを元に学習できるコースです。

文字入力やキー入力なども繰り返し体験できます。

シミュレーションには間違えた時の正解サポート機能がついており、すぐに正しい操作方法を理解することができます。

シミュレーションとアニメーションはナビゲーションの音声がついていますが、操作手順の字幕を表示すれば、音声なしでも学習できま

す。

※本コースの受講には、PowerPoint 2016 または同等のアプリケーションをインストールした環境が必要です。

　これらの環境がない方は『PowerPoint 2016 Learning（入門編）』または『PowerPoint 2016 Learning（入門から活用まで）』を受講

してください。

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

・スライドの編集方法を習得する

・スライドに動きをつける方法を習得する

・スライドショーのリハーサル方法を理解する

・スライドの訴求力アップ方法を理解する

・プレゼンテーションの操作方法を習得する

・効果的な資料作成のポイント、フロー、ストーリーの組み立て方について総合的に学習する

・スライドの印刷、配布について習得する

Windowsの基本操作
本コースの受講には、PowerPoint 2016または同等のアプリケーションをインス

トールした環境が必要です。
○

Officeシリーズ Officeシリーズ C0055N31
Excel 2019-2021 Learning （入門か

ら活用まで）課題演習つき
00055N31

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

11 ○

Microsoft Office 初心者に向けた、Excel の入門から活用方法までを学習するコースです。

機能説明やアニメーションによる紹介、シミュレーションによる実習を通し、 Microsoft Excel 2019-2021 を利用した数値の加工や整理、

表やグラフの作成手順と編集方法について学習します。 ピボット、マクロ、Large、IF、RANK、RANK EQ、SUM、Vlookup などの有用な

機能を理解し、活用方法を習得します。また、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。便利なショート

カット集つき。

最後のテストの前に18ステップもの操作を求める演習があります。

※本コースの受講には、Excel 2019/2021 または同等のアプリケーションをインストールした環境が必要です。

Excel 2019 / 2021 の最新機能を理解する

　・ブックの保存方法を習得する

　・リボンやタブを理解する

　・Excel のデータ入力と編集方法を習得する

　・計算式の作成方法と関数の利用方法を習得する

　・表やグラフの作成方法とグラフ要素の編集方法を習得する

　・ワークシートの活用方法を習得する

　・ワークシートの印刷方法を習得する

　・ブックの管理方法について理解する

　・ピボット、マクロ、Large、IF、RANK、RANK EQ、SUM、Vlookup などの有用な機能を理

解し、活用方法を習得する

　・Excel 機能を使いこなして効果的な資料を作成するポイントを、売上資料、見積書、分析ド

キュメントなどの事例作成を通して総合的に学習する

　・便利なショートカット機能を理解する

Windowsの基本操作
本コースの受講には、Excel 2019/2021 または同等のアプリケーションをインス

トールした環境が必要です。
○ 〇

Officeシリーズ Officeシリーズ C0056N31
PowerPoint 2019-2021 Learning 

（入門から活用まで）課題演習つき
00056N31

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

15 ○

Microsoft Office 初心者に向けた、PowerPoint の入門から活用方法までを学習するコースです。

Microsoft PowerPoint 2019/2021 の基本的な操作を、アニメーションによる紹介、シミュレーションによる実習を通して練習しながら学

習します。

具体的に、基本操作、スライド作成、スライド編集、イラスト文字に動きをつける、スライドショーの準備、スライドの訴求力アップ方

法、効果的な資料作成のポイント、スライドの印刷、配布までを学習します。

最後のテストの前に16ステップもの操作を求める演習があります。

※本コースの受講には、PowerPoint 2019/2021 または同等のアプリケーションをインストールした環境が必要です。

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

　・スライドに動きをつける方法を習得する

　・スライドショーのリハーサル方法を理解する

　・スライドの訴求力アップ方法を理解する

　・プレゼンテーションの操作方法を習得する

　・効果的な資料作成のポイント、フロー、ストーリーの組み立て方について総合的に学習する

　・スライドの印刷、配布について習得する

Windowsの基本操作
本コースの受講には、PowerPoint 2019/2021 または同等のアプリケーションをイ

ンストールした環境が必要です。
○ 〇

語学チュータな

しシリーズ

総合実力養成

コース
00020L13

TOEIC(R) L&R TEST 総合実力養成

コース：チュータなし
00020L13 6ヵ月 60

TOEIC(R) の2016年5月の改変に対応したコースです。

TOEIC(R) テストで（それぞれの）レベル到達に必要な英語力を、実際の試験の形式に合せた設問を多く解くことで、実践的に学習・確認

します。

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ができます。

＜コースの特長＞

1）大量のミニ模擬で試験に慣れる

2）分析と集中学習による、弱点克服機能

3）豊富なレッスンと最大約4,500問、6種類のテスト

4）挫折させない　わかりやすい解説

＜改訂ポイント＞ 

模擬試験パート

　・模擬試験の整理、最適化

　・TOEIC らしくない設問の整理

　・3名で会話している問題の追加

　・図版問題の追加

　・長文穴空き問題を3問から4問に変更

　・チャット形式問題の追加

　・3文書を読んで答えるトリプルパッセージ問題の追加

レッスンパート

　　・3名会話問題具体対策の追加

　　・図版問題具体対策の追加

　　・チャット形式問題具体対策の追加

　　・トリプルパッセージ問題具体対策の追加

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。

過去に英語を学習した経験があるこ

と。（英検5級程度）

TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス(ETS)の登録商標です。本

製品はETSの検討を受けた、あるいはその承認を得たものではありません。
○

語学シリーズ
レベル別直前対

策コース
00005L24

TOEIC(R) L&R TEST 470点直前対策

テスト
00005L24 6ヵ月 20

TOEIC(R)テスト470点取得に必要な英語力を、実際の試験と同じ形式の問題を多く解くことで、実践的に学習・確認します。問題を多くこ

なすことで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ができます。本コースは練習問題と模擬テストからのみ構成

されているので、テストを目前に控えた方にお薦めです。

TOEIC(R) の2016年5月の改変に対応したコースです。

TOEIC(R) テストで（それぞれの）レベル到達に必要な英語力を、実際の試験の形式に合せた設問を多く解くことで、実践的に学習・確認

します。

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ができます。

＜コースの特長＞

1）ミニ模擬で試験に慣れる

2）多彩なテスト、本格的な模擬試験

3）挫折させない　わかりやすい解説

＜改訂ポイント＞

　・模擬試験の整理、最適化

　・TOEIC らしくない設問の整理

　・3名で会話している問題の追加

　・図版問題の追加

　・長文穴空き問題を3問から4問に変更

　・チャット形式問題の追加

　・3文書を読んで答えるトリプルパッセージ問題の追加

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。

英検4級から準2級、またはTOEIC300

点から450点レベルの英語の知識

TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス(ETS)の登録商標です。本

製品はETSの検討を受けた、あるいはその承認を得たものではありません。
○



語学シリーズ
レベル別直前対

策コース
00006L24

TOEIC(R) L&R TEST 600点直前対策

テスト
00006L24 6ヵ月 20

TOEIC(R)テスト600点取得に必要な英語力を、実際の試験と同じ形式の問題を多く解くことで、実践的に学習・確認します。問題を多くこ

なすことで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ができます。本コースは練習問題と模擬テストからのみ構成

されているので、テストを目前に控えた方にお薦めです。

TOEIC(R) の2016年5月の改変に対応したコースです。

TOEIC(R) テストで（それぞれの）レベル到達に必要な英語力を、実際の試験の形式に合せた設問を多く解くことで、実践的に学習・確認

します。

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ができます。

＜コースの特長＞

1）ミニ模擬で試験に慣れる

2）多彩なテスト、本格的な模擬試験

3）挫折させない　わかりやすい解説

＜改訂ポイント＞ 

　・模擬試験の整理、最適化

　・TOEIC らしくない設問の整理

　・3名で会話している問題の追加

　・図版問題の追加

　・長文穴空き問題を3問から4問に変更

　・チャット形式問題の追加

　・3文書を読んで答えるトリプルパッセージ問題の追加

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。

英検3級から2級、またはTOEIC450点

から550点レベルの英語の知識

TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス(ETS)の登録商標です。本

製品はETSの検討を受けた、あるいはその承認を得たものではありません。
○

語学シリーズ
レベル別直前対

策コース
00007L25

TOEIC(R) L&R TEST 上級者 直前対策

テスト（730点以上）
00007L25 6ヵ月 20

TOEIC(R)テスト730点以上取得に必要な英語力を、実際の試験と同じ形式の問題を多く解くことで、実践的に学習・確認します。問題を多

くこなすことで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ができます。本コースは練習問題と模擬テストからのみ

構成されているので、テストを目前に控えた方にお薦めです。

TOEIC(R) の2016年5月の改変に対応したコースです。

TOEIC(R) テストで（それぞれの）レベル到達に必要な英語力を、実際の試験の形式に合せた設問を多く解くことで、実践的に学習・確認

します。

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ができます。

＜コースの特長＞

1）ミニ模擬で試験に慣れる

2）多彩なテスト、本格的な模擬試験

3）挫折させない　わかりやすい解説

＜改訂ポイント＞ 

　・模擬試験の整理、最適化

　・TOEIC らしくない設問の整理

　・3名で会話している問題の追加

　・図版問題の追加

　・長文穴空き問題を3問から4問に変更

　・チャット形式問題の追加

　・3文書を読んで答えるトリプルパッセージ問題の追加

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。

英検2級から準１級、またはTOEIC550

点から650点レベルの英語の知識

TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス(ETS)の登録商標です。本

製品はETSの検討を受けた、あるいはその承認を得たものではありません。
○

語学シリーズ 講義動画コース 00028L12
早川式～レベル別 TOEIC(R) L&R 

TEST スコアアップセミナー
00028L12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2

指導歴が豊富で著書も多数、有名講師の早川 幸治（はやかわ こうじ）先生による、TOEIC(R) L&R TEST 攻略法の講義映像を中心とした

コースです。

このコースでは、着実なスコアアップを実現する効果的な学習方法を学びます。

さらに、当社のTOEIC（R）L&R TEST のeラーニングコースをどう活用すればよいか、早川先生独自の学習理論に基づくガイドを受けるこ

とができます。

章末ごとに「キーポイントの復習」という、セルフチェックに使えるマトメがついています。盛りだくさんの学習内容がすっきり定着しま

す。

なお、指導内容は2016年からの新形式に対応しています。

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。 特になし
TOEIC(R) L&R TESTの当社eラーニングコースを学習する方が併用すると効果的で

す。
○ ○

語学チュータな

しシリーズ

語学チュータな

しシリーズ
00010L22

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
00010L22

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

7.5

「徹底添削！英文ビジネスeメール入門」コースから３章を抜き出したコースです。苦痛になりがちなライティングの学習を、キャラクター

によるストーリーで楽しく最後まで学習し、Ｆｌａｓｈを駆使した相互性のある学習コンテンツと持ち歩いて聞けるmp3ファイルで確実に

身につけていただきます。各コースで徹底した添削が６回（リライト添削含む）受けていただくことができます。

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。
高校卒業程度の英語知識 ○

語学チュータな

しシリーズ

語学チュータな

しシリーズ
00010L32

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
00010L32

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

7.5

「徹底添削！英文ビジネスeメール入門」コースから３章を抜き出したコースです。苦痛になりがちなライティングの学習を、キャラクター

によるストーリーで楽しく最後まで学習し、Ｆｌａｓｈを駆使した相互性のある学習コンテンツと持ち歩いて聞けるmp3ファイルで確実に

身につけていただきます。各コースで徹底した添削が６回（リライト添削含む）受けていただくことができます。

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。
高校卒業程度の英語知識 ○

語学チュータな

しシリーズ

語学チュータな

しシリーズ
00010L42

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
00010L42

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

7.5

「徹底添削！英文ビジネスeメール入門」コースから３章を抜き出したコースです。苦痛になりがちなライティングの学習を、キャラクター

によるストーリーで楽しく最後まで学習し、Ｆｌａｓｈを駆使した相互性のある学習コンテンツと持ち歩いて聞けるmp3ファイルで確実に

身につけていただきます。各コースで徹底した添削が６回（リライト添削含む）受けていただくことができます。

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。
高校卒業程度の英語知識 ○

語学チュータな

しシリーズ

語学チュータな

しシリーズ
JN033L11

シーンで習得！ビジネス英語4技能演習 

～TOEIC(R) L&R TEST 対応～：

チュータなし

JN033L11

6ヵ月+閲

覧期間7ヵ

月

75

「読む・書く・聞く・話す」の4技能をバランスよく伸ばすと同時に、オフィスでの日常的な会話はもちろん、プレゼン、会議、メール、出

張など、さまざまなビジネスシーンで役立つ実践的な英語力を習得することが目標のコースです。

TOEIC(R)形式の練習問題に取り組むため、コース終了時にはTOEIC(R) L&R TEST 730～860点相当の英語力を無理なく身につけることが

できます。

また、英文法の知識やビジネスにふさわしい表現を基礎から一つひとつ積み上げていけるように設計されているため、英語に苦手意識があ

る方も安心して学習を始めることができます。

・さまざまなビジネスシーンで役立つ実践的な英語力を習得する

・TOEIC(R) L&R TEST 730～860点相当の英語力を身につける

特になし。TOEIC(R) L&R TEST 500

点以上相当の英語力がある方が望まし

いが、それに該当しない方にもお使い

いただけるコース設計になっていま

す。

○ ○

語学シリーズ 語学シリーズ 00027L11
呉燕先生とステップアップ中国語～入

門編
00027L11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

60 ○
初めて中国語を学ぶ人を対象とし、中国語検定準4級レベルの発音・文法を学び、基本的な日常会話が話せるようになる、動画講義を中心と

したコースです。

・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。

特になし ○

語学シリーズ 語学シリーズ 00012L11 English Aya Pod シーズン１ 00012L11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

12

ネイティブの楽しいアドリブ会話をそのまま教材にした、生きた英会話を学べるコースです。会話の音声だけでなく、ゆっくり台詞を読み

直し、日本語訳をはさみながら進む「スラッシュ和訳」、文を込みたてる練習に最適な「プロダクショントレーニング」、そして「解説」

「唄メモ」の音声教材が付いた、いたれり尽くせりの内容です。

学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。 高校卒業程度の英語力 ○

語学シリーズ 語学シリーズ 00013L11 English Aya Pod シーズン２ 00013L11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

12

ネイティブの楽しいアドリブ会話をそのまま教材にした、生きた英会話を学べるコースです。会話の音声だけでなく、ゆっくり台詞を読み

直し、日本語訳をはさみながら進む「スラッシュ和訳」、文を込みたてる練習に最適な「プロダクショントレーニング」、そして「解説」

「唄メモ」の音声教材が付いた、いたれり尽くせりの内容です。

学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。 高校卒業程度の英語力 ○



語学シリーズ 語学シリーズ 00014L11 English Aya Pod シーズン３ 00014L11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

12

ネイティブの楽しいアドリブ会話をそのまま教材にした、生きた英会話を学べるコースです。会話の音声だけでなく、ゆっくり台詞を読み

直し、日本語訳をはさみながら進む「スラッシュ和訳」、文を込みたてる練習に最適な「プロダクショントレーニング」、そして「解説」

「唄メモ」の音声教材が付いた、いたれり尽くせりの内容です。

学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。 高校卒業程度の英語力 ○

語学シリーズ 語学シリーズ 00015L11 English Aya Pod シーズン４ 00015L11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

12

ネイティブの楽しいアドリブ会話をそのまま教材にした、生きた英会話を学べるコースです。会話の音声だけでなく、ゆっくり台詞を読み

直し、日本語訳をはさみながら進む「スラッシュ和訳」、文を込みたてる練習に最適な「プロダクショントレーニング」、そして「解説」

「唄メモ」の音声教材が付いた、いたれり尽くせりの内容です。

学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。 高校卒業程度の英語力 ○

語学シリーズ 語学シリーズ 00016L11 English Aya Pod シーズン５ 00016L11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

18

ネイティブ数名の楽しいアドリブ会話をそのまま教材にした、生きた英会話を学べるコースです。会話の音声だけでなく、ゆっくり台詞を

読み直し、日本語訳をはさみながら進む「スラッシュ和訳」、口語ならではのルールや語彙の解説、それらを暗記するためのリピート用音

声、習った語句を使った作文問題など、他にはない効果的なコンテンツがぎっしりです。全部で１２セットのエピソードが収録されていま

す。

学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。 高校卒業程度の英語力 ○

語学シリーズ 語学シリーズ 00017L11 English Aya Pod シーズン６ 00017L11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

18

ネイティブ数名の楽しいアドリブ会話をそのまま教材にした、生きた英会話を学べるコースです。会話の音声だけでなく、ゆっくり台詞を

読み直し、日本語訳をはさみながら進む「スラッシュ和訳」、口語ならではのルールや語彙の解説、それらを暗記するためのリピート用音

声、習った語句を使った作文問題など、他にはない効果的なコンテンツがぎっしりです。全部で１２セットのエピソードが収録されていま

す。

学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。 高校卒業程度の英語力 ○

語学シリーズ 語学シリーズ 00018L11 English Aya Pod シーズン７ 00018L11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

18

ネイティブ数名の楽しいアドリブ会話をそのまま教材にした、生きた英会話を学べるコースです。会話の音声だけでなく、ゆっくり台詞を

読み直し、日本語訳をはさみながら進む「スラッシュ和訳」、口語ならではのルールや語彙の解説、それらを暗記するためのリピート用音

声、習った語句を使った作文問題など、他にはない効果的なコンテンツがぎっしりです。

学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。 高校卒業程度の英語力 ○

語学シリーズ 語学シリーズ 00019L11 English Aya Pod シーズン８ 00019L11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

18

ネイティブ数名の楽しいアドリブ会話をそのまま教材にした、生きた英会話を学べるコースです。会話の音声だけでなく、ゆっくり台詞を

読み直し、日本語訳をはさみながら進む「スラッシュ和訳」、口語ならではのルールや語彙の解説、それらを暗記するためのリピート用音

声、習った語句を使った作文問題など、他にはない効果的なコンテンツがぎっしりです。

学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。 高校卒業程度の英語力 ○

語学シリーズ 語学シリーズ 00023L11
English Aya Pod フルシーズン（#1 to 

4）
00023L11

1年+閲覧

期間6ヵ月
48

English Aya Pod シーズン１から４が全て入ったコースです。 English Aya Pod は、ネイティブの楽しいアドリブ会話をそのまま教材にし

た、生きた英会話を学べるコースです。会話の音声だけでなく、ゆっくり台詞を読み直し、日本語訳をはさみながら進む「スラッシュ和

訳」、文を込みたてる練習に最適な「プロダクショントレーニング」、そして「解説」「唱メモ」の音声教材が付いた、いたれり尽くせり

の内容です。

学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。 高校卒業程度の英語力 ○

語学シリーズ 語学シリーズ 00024L11
English Aya Pod フルシーズン（#5 to 

8）
00024L11

1年+閲覧

期間6ヵ月
72

English Aya Pod シーズン５から８が全て入ったコースです。English Aya Podは、ネイティブ数名の楽しいアドリブ会話をそのまま教材に

した、生きた英会話を学べるコースです。会話の音声だけでなく、ゆっくり台詞を読み直し、日本語訳をはさみながら進む「スラッシュ和

訳」、口語ならではのルールや語彙の解説、それらを暗記するためのリピート用音声、習った語句を使った作文問題など、他にはない効果

的なコンテンツがぎっしりです。全部で48セットのエピソードが収録されています。

学習を継続することで、英会話総合力を向上させる。 高校卒業程度の英語力 ○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
C0001B15 ビジネスマナー 00001B15

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1.5 ○

このコースでは、会社で働くうえで基本となるビジネスマナーを学習します。

人と接する上での適切な行動や、電話応対における基本的なルールと応対パターン、接客・訪問時の注意点や一連の流れについて学びま

す。

・職場で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、適切な電話応対のしかたを理解する。

・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。

特になし ○ ○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
00002B14 ビジネス文書 00002B14

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

このコースでは、

　わかりやすい文章とはどういう文章なのか

　文書作成時における基本的な原則

　さまざまなビジネス文書の用途

　ビジネス文書の基本フォーム

　ビジネスeメールを書くときのマナー

について学習します。

ビジネスマナーのトレンドに配慮した内容となっています。

・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。
特になし 本コースはタブレット端末でも学習できます ○ ○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
C0019B14 ビジネスマインドと仕事の進め方 00019B14

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1.5 ○

このコースでは、会社（組織）で働くことの意義や社会人としての心構えを学習します。

新入社員としての不安を解消し、モチベーションを高めてスムーズに仕事を始めるために、会社（組織）はどのようなところか、その一員

としてどう行動すべきなのかを学びます。

・学生から社会人になるための、意識改革と心の準備を行う。

・働くことの意義を感じ、モチベーションを高める。

・会社（組織）や仕事について知ることで、新入社員としての不安を解消し、スムーズに仕事を

始められるようにする。

特になし ○ ○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
00069B11 働き方を変える！タイムマネジメント 00069B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1.5 ○

企業や組織に所属するスタッフに必要なタイムマネジメントを学習するコースです。

時間の見える化を実施したり流れを改善したりすることにより、予定外の仕事による問題にも対処できるようになる、各自で取り組めるタ

イムマネジメントを最短で学習できます。

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
特になし 本コースはタブレット端末でも学習できます ○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
00077B11 実践的プロジェクトマネジメント入門 00077B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

3

プロジェクトマネジメント未経験の方、あるいは部分的な体験はあっても全体を通した実施経験が豊富でない方にむけての、体験型のプ

ロジェクトマネジメント入門コースです。

プロジェクトの立上げ、計画、実行、監視、終結の一連の流れを通し、プロジェクト遂行の勘所について学習します。

その要素や、管理の難しさ、要点を掴み、事例を通して実際の実行方法などを学習します。

・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

・プロジェクトを進めることの楽しさや管理の難しさ、対処法について理解をする

特になし。一般的な業務経験があるこ

とが望ましい。

※本コースはスマートフォンで学習の最適化を行っています（iOS 12 以上、

Andorid 8.0 以上）

※本コースは「PDU取得シリーズ」ですが、同じシナリオで、一般的な入門に適し

た『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）』が「ビ

ジネススキルシリーズ」にあります。

　そちらのコースでもスマートフォンで学習の最適化を行っています。

〇 ○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
00013B12 会社の数字　入門 00013B12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

3

新入社員アラタ君の研修でのエピソードを通して、会社の数字に関する基礎的な知識を身につける。「原価・利益」「取引・回収」「小切

手･手形」「経費・採算」など、営業活動や企画セクションの実務場面で日常的によく使われる用語を重視。決算書類の理解から始めるよう

なコースと異なり、全くの初心者でも興味を持って無理なく学習を進められ、最終的には財務三表に対する基本的な理解をもつことができ

る。

・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。

特になし ○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
00003B11 会社の数字 00003B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

3 ○ 本コースでは、 商品の値段の決まり方、会社が利益を得るしくみ、会社をとりまくさまざまな数字について学習します。

・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。

特になし ○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
00004B11 ネットセキュリティ 00004B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

3 ○ 本コースでは、 セキュリティとは何か、セキュリティ対策の重要性、具体的なセキュリティ対策の手段、ネチケットについて学習します。

・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。

特になし ○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
00005B11 コンピュータの基礎知識 00005B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

9
本コースでは、 コンピュータシステムとは何か、コンピュータが動くしくみ、コンピュータの情報のあつかい方、 

ソフトウェアとは何か、ネットワークとは何か、代表的なコンピュータの利用方法について学習します。

・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。
特になし ○



ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
00015B11 ネットワークの基礎知識 00015B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

9

本コースでは 、ネットワークとは何かというところから、基本的なコマンドを使用したネットワーク管理まで、ネットワークについて基本

的な知識を学習します。

OSI 参照モデルと TCP/IPモデル、ネットワークに構築に使用する伝送メディアとネットワーク機器について重点的に学習します。

IT関連会社の営業部門の方のような、専門的な知識までは必要ではないけれども、基本的なことは知っておかなければならないという方に

おすすめです。

・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。 

・通信に利用する伝送メディアとネットワーク機器についてその機能を説明できるようになる。 

・基本的なコマンド操作ができるようになる。

パソコンの基本的な操作ができること
※本コースは既存コースである「コンピュータの基礎知識」と「ネットワーク

TCP/IP　Step1」をもとに再構成しています。
○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
00064B11 動画で学ぶ！労働安全衛生の基礎知識 00064B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1 ○

全従業員を対象としたコースです。製造業や建設業などの方はもちろん、事務職に従事する方にも対応しています。

労働安全衛生の基本的な仕組みや、安全に仕事をするための具体的な活動、労働災害が発生した時の対応や予防管理について学びます。動

画講義を通じて学習することにより、短時間で理解を深めることができます。

・安全に仕事をする意識を持てるようになる

特になし ○ ○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
00074B11

今すぐ実践！ドラマで学ぶこれからの

キャリアと働き方
00074B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1

個人による自発的なキャリア開発を促し、支援するコース。

働く人が仕事に求めるものが個別化する時代。組織では、全員が高い役職を目指すのではなく、各々が得意分野で活躍することが、今の時

代を生き抜くために必要です。

本コースはまず、個人として自身の望み・強み・やる気の源を自覚することから始め、自発的にキャリアを考える学びを提供します。組織

が求めている役割を理解して活躍する人材となることを目指します。

・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

特になし Android OS 8.0 以上 (Chrome) 、iOS 11.0 以上 (Safari) に対応。 ○ ○

ビジネススキル

シリーズ

ビジネススキル

シリーズ
C0078B11 ビジネスパーソンのための DX 入門 00078B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2.5 ○

本コースは、全従業員向けに、DX とは何かについて、もやもやを解消し、今後どうしていくべきかの道しるべとなるコースです。

また、DX とはどのような状態からどのように変化することかについて、その事例の紹介を通して学習していきます。

更に DX を進めるにあたって求められる人材像や必要な知識についても学習します。

・DX とは何かを理解する。

・DX とはどのような状態からどのように変化することかを理解する。

・DX を進めるにあたって求められる人材像や必要な知識を理解する。

特になし ○ 〇

マネジメントス

キルシリーズ

マネジメントス

キルシリーズ
00026B11

チームが活性化するコミュニケーショ

ン
00026B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10
本コースは、はじめて管理職になった方やその候補となる方を対象にしたコースです。コーチングの手法も取り入れながら、効果的にコ

ミュニケーションスキルを向上させることができます。

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。
特になし ○

マネジメントス

キルシリーズ

マネジメントス

キルシリーズ
00027B11 成果を出すタイムマネジメント 00027B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10

本コースは、はじめて管理職になった方やその候補となる方を対象にしたコースです。タイムマネジメントの基本的知識の習得とともに、

実際の業務の中で使用できるタイムマネジメントツールを提供し、それを使用してタイムマネジメントを行いながら学習を進めることで、

学習者の習慣として定着させることができます。

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。 特になし ○

マネジメントス

キルシリーズ

マネジメントス

キルシリーズ
00028B11 説得力のあるプレゼンテーション 00028B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10
はじめて管理職になった方やその候補となる方を対象にしたコースです。プレゼンテーション資料の作成だけでなく、プレゼンテーション

に必要な準備から、プレゼンテーションでの話し方まで効果的・効率的に学習します。

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。

特になし ○

マネジメントス

キルシリーズ

マネジメントス

キルシリーズ
00029B11 目標を達成させるリーダーシップ 00029B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

本コースは、管理職およびその候補となる方を対象にしたコースです。あらゆる組織に通用するリーダーシップではなく、組織や部下の状

況によって適応力の高いリーダーシップを身につけることに主眼を置き、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

などを見極め、適切に対処するスキルを学習し、組織ビジョン構築・共有、チーム全体の目標達成に向けた行動の管理手法について学びま

す。

・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。

特になし ○ ○

マネジメントス

キルシリーズ

マネジメントス

キルシリーズ
00034B11

売れる仕組みをつくりだすマーケティ

ング
00034B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

本コースは、はじめて管理職になった方やその候補となる方を対象にしたコースです。本コースでは、マーケティングの基本的な知識とス

キルを習得し、それを活用して売れる仕組みづくりについて学習します。本コースを学習することで、顧客の視点に立った商品・サービス

の売れる仕組みを提案できるようになります。

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。 特になし

マネジメントス

キルシリーズ

マネジメントス

キルシリーズ
00033B11

パフォーマンスを上げるロジカル・シ

ンキング
00033B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

本コースは、はじめて管理職になった方やその候補となる方を対象にしたコースです。本コースでは、はじめにロジカル・シンキングに取

り組むための心構えを学習します。つづいて、ロジカル・シンキングの基本知識・スキルを学習し、最後にその知識とスキルを活用した問

題解決とコミュニケーションのスキルについて学習します。本コースの学習により、効率的に仕事を進め、自分だけでなく部署や会社全体

の生産性が上がることを目指します。

・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

・相手を理解したうえで、説得力のある主張ができる

特になし

マネジメントス

キルシリーズ

マネジメントス

キルシリーズ
00059B11 課題設定力と解決実行プロセス 00059B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

対象：はじめて管理職になった方やその候補となる方

本コースでは、ビジネスの事象を構造化して分析し、課題を解決するための定石を学習します。続いて、必要な関係者を巻き込み、その考

えを聞いたうえで、論理的に解決策を創り出すスキルを身につけます。

本コースの学習により、課題解決力を磨き、チームを動かすリーダーとなることを目指します。

コースの特長：

レッスンには、実務で直面しそうな事例を題材にしたケーススタディがあります。

ケーススタディでは、MECEなどの思考ツールを使って、課題解決のプロセスを正しく踏む練習をします。このケーススタディにより、課題

の本質を理解し、本質的な課題を設定し、その解決のための対策を実行できるようになります。

また、章末には、ケーススタディをもとにしたエクササイズがありますので、学んだ内容を活かしながら、ケーススタディに取り組み、よ

り深く理解することができます。

・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

特になし ○

マネジメントス

キルシリーズ

マネジメントス

キルシリーズ
00058B11 会議の目的とファシリテーション 00058B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

対象：はじめて管理職になった方やその候補となる方

本コースでは、ファシリテーターとしての心構えとファシリテーションのスキル、そして、会議など話し合いの目的に応じた準備と実践方

法について学びます。本コースの学習により、円滑で有意義な結果をもたらす会議・話し合いを進行できるようになることを目指します。

コースの特長：

会議の目的をふまえたうえで、適切なファシリテーションができるようになるために、会議の準備から事後のフォローまで、基本的なスキ

ルを学習できます。

コース内には、自分の考えをアウトプットするための記入箇所が多数あります。これにより、職場で行われている日頃の会議の様子や自分

の会議等へのかかわり方をふり返りながら、学習を進めていくことができます。

記入に使うシートは、 Word 版、PDF版をダウンロードしていただけます。

執筆は、コーチやファシリテーターとして実績が豊富な吉田典生氏です。

マルチデバイス対応により、タブレット端末を用いて学習することが可能です。

・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。

特になし ○



マネジメントス

キルシリーズ

マネジメントス

キルシリーズ
00060B11 企業会計ベーシック 00060B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

10 ○

対象：はじめて管理職になった方やその候補となる方。

本コースでは、まず、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）の構成や見方を学習します。そして、財

務諸表によって、自社や他社の収益性、安全性、効率性、成長性などを読み取り、分析することを学習します。

財務諸表についてしっかりと理解することにより、「ヒト、モノ、カネ」の「カネ」の問題を正しく理解し、対策を打てるようになること

を目指します。

コースの特長：会計が初めての方でもわかりやすくスムーズに学べるように、次のようなコースになっています。

・各章の冒頭にはイメージしやすい事例によるショートストーリーがあります。

・ショートストーリーで起こった問題について、各レッスンでは会計を学びながら対策を考えます。

・会計に欠かせない図表や計算については、eラーニングならではの視覚的かつ、インタラクティブ性のあるコンテンツによる解説を行いま

す。

ぞれの役割を理解する。
特になし ○

マネジメントス

キルシリーズ

マネジメントス

キルシリーズ
00071B11 管理職のための労務管理 00071B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

3 ○

管理職や、これから管理職になる方を主な対象としたコースです。担当部署の部下の労務管理を適切に行うことができるようになることを

目的にしています。

管理職として必要な労務関連の法律や知識を習得し、それを活用して職場で実際によく起こりうる場面でどのような判断や指導を行うべき

か、ケースを使って実践的に学びます。

このコースを習得することにより、管理職として必要な労務管理のスキルを身につけることができます。

新任管理職や管理職候補のみならず、すでに管理職である方にも情報のアップデートとして受けていただける内容です。

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。

一定の人事労務知識を有することが望

ましい。
Android OS 6.0 以上 (Chrome) 、iOS 10.0 以上 (Safari) に対応。 ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00061B11 職場のメンタルヘルス（セルフケア） 00061B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1 ○

全従業員を対象にしたコースです。

はじめに、ストレスは何かということを理解し、それに気づく方法を学びます。

続いて、ストレスを軽減するためにできることや家族、会社、外部の専門機関などに相談する場合について学びます。

最後に、ケーススタディで、実際の場面での適切な対応について確認します。

着け、実際の行動に活かせるようになることを目指します。

・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。

・メンタルヘルス不調の予防ができるようになる。

特になし ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00062B11 職場のメンタルヘルス（ラインケア） 00062B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1 ○

職場を管理監督する立場の方を対象にしたコースです。

はじめに、ラインケアの必要があるケースが周りに発生していないかを確認しながら、ラインケアの重要性や管理者としてすべきこと、法

令で定められていることなどを学びます。

そして、部下の不調のサインのキャッチの仕方、キャッチした場合の対応方法に

ついて、ケーススタディで学習します。

い知識を身に着け、実際の行動に活かせるようになることを目指します。

ます。

・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。

・外部の専門家と協力して、メンタルヘルスに取り組むことができるようになる。

特になし ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00072B11

ケースで学ぶ！パワーハラスメント

（最新法制対応）
00072B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.75 ○

厚生労働省や新法の理念を基準とし、事例を自分の身に置き変えられるようになるコースです。

具体的な対処法として、アンガーマネジメントや組織の取り組みを学び、訴訟の実例を通して考えを深める構成になっています。

45分という短時間で、パワーハラスメントに対する適正な考え方を身につけることができます。

・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

・パワーハラスメントに対する組織の取り組みを理解する

・法律的な事例で訴訟し敗訴に至る実例を理解する

特になし Android OS 8.0 以上 (Chrome) 、iOS 11.0 以上 (Safari) に対応。 ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00072B21

【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）
00072B21

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.75 ○
『ケースで学ぶ！パワーハラスメント（最新法制対応）』と同内容。

修了条件は最終テストで合格基準（80%以上）をクリアすること。

・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

・パワーハラスメントに対する組織の取り組みを理解する

・法律的な事例で訴訟し敗訴に至る実例を理解する

特になし Android OS 8.0 以上 (Chrome) 、iOS 11.0 以上 (Safari) に対応。 ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00073B11

６類型で学ぶ！ パワーハラスメントの

エッセンス
00073B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.4

厚生労働省の示すパワーハラスメントの6類型の事例から、パワーハラスメントに対する問題意識をもち、解決につなげる考え方を身につけ

ます。 また、企業の取り組みについても学習します。 

※本コースは『ケースで学ぶ！パワーハラスメント（最新法制対応）』を元に、短く再編集されたコースです。

・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。

特になし Android OS 8.0 以上 (Chrome) 、iOS 11.0 以上 (Safari) に対応。 ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00011B71

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
00011B71

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

20 ○
Ｐマーク更新のために個人情報保護について学習するコースです。テストのみで構成されており、２０分程度の短時間で学習できます。テ

ストは何度でも繰り返し受験できます。豊富な解説とコースポイント集で、理解を深めることができます。

・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）
特になし ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00010B41

要点を確認！　個人情報保護の継続学

習
00010B41

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1 ○

本コースでは個人情報保護に関する知識とその対策について、過去に学習

したことがどれだけ身についているかを再確認します。

レッスンを始める前に「プレテスト」があり、コースを始める前の理解度も確認

することができます。

要点を凝縮し、1時間という短い学習時間で効率よく学習することができるコースです。

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
特になし ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00010B51

要点を再確認！個人情報保護と情報漏

えい防止
00010B51

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○ 本コースでは、個人情報保護や、情報漏えい防止についての知識を確認・定着させ最新情報についても学習します
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。

「今日から実行！間違えない個人情報

保護」「実務に生かす！個人情報保護

の継続学習」「【アセスメント+ラー

ニング】個人情報保護対策」「要点を

確認！個人情報保護の継続学習」のい

ずれかを学習した方。または、それと

同等の知識を有する方。

○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00015B25

ケースで学ぶ！情報セキュリティの基

礎
00015B25

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.75 ○

情報セキュリティがなぜ必要なのかといった基本的な考え方から始め、メールやウェブサイトの利用、情報の保管から利用・持ち出し・廃

棄までに伴うリスク、情報漏えい時の対応までを学習します。

日常的な事例を通じて学習することにより、実際のビジネスシーンでの適切な対処方法や、日ごろ意識するべきことがわかるようになりま

す。

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。
特になし Android OS 10.0以上（Chrome）、iOS 12.0 以上（Safari）に対応 ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00014B12

今日から実行！ 事例で学ぶ情報セキュ

リティ
00014B12

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2

本コースでは、・情報セキュリティとは何か

・情報セキュリティのための基本的な行動

・情報セキュリティの重要性

・情報セキュリティのための具体的な対策

について学習します。

・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。

特になし



行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00014B43

【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 Q 

27001:2014 対応）

00014B43

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

情報セキュリティについて、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）に沿って学習を行うコースです。

このコースでは、以下の流れで学習を進めます。

1.プレテスト・・・個人情報保護に対する理解度を確認します。

2.Lesson 学習・・・個人情報保護について、５つの章に分けて学習します。

3.最終テスト・・・学習の習熟度を確認します。

JIS規格対応のため、ISMS取得・更新のための教材としても活用いただけます。

・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。

以下のコースのうち、いずれかをすで

に受講している、もしくはそれと同等

の知識を有すること。

「情報セキュリティの基礎」「今日か

ら実行！事例で学ぶ情報セキュリティ 

」

「実務に生かす！情報セキュリティの

継続学習」

内容は「情報セキュリティの継続学習（JIS Q27001:2014対応）」コースと共通で

すが、[アセスメント+ラーニング]機能付きのコースです。
○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00014B53

情報セキュリティの継続学習（JIS Q 

27001:2014 対応）
00014B53

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

情報セキュリティについて、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）に沿って学習を行うコースです。

このコースでは、以下の流れで学習を進めます。

1.Lesson 学習・・・個人情報保護について、５つの章に分けて学習します。

2.最終テスト・・・学習の習熟度を確認します。

JIS規格対応のため、ISMS取得・更新のための教材としても活用いただけます。

・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。

以下のコースのうち、いずれかをすで

に受講している、もしくはそれと同等

の知識を有すること。

「情報セキュリティの基礎」「今日か

ら実行！事例で学ぶ情報セキュリティ 

」

「実務に生かす！情報セキュリティの

継続学習」

内容は「【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）」コースと共通ですが、[アセスメント+ラーニング]機能なし

のコースです。

○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00011B82

組織と個人を守る！スマートフォン時

代の SNS リスク対策
00011B82

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.3

SNS の利用者の立場となる方を対象にした、全従業員向けのコースです。

SNS の個人利用が企業にあたえるリスクをきちんと認識し、トラブルを避けて自分自身や組織を守る方法を学びます。

コースの最初と最後にセルフチェックがあるので、自分の問題として意識に残ります。

レッスンは親しみやすい会話形式。3人の登場人物がSNSの活用について、LINE、Facebook、Instagramなどを中心に確認・学習します。

最近の炎上の事例や、デジタルタトゥーの怖さを知り、その仕組みや回避するための心得を理解します。

・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

・炎上について理解し、必要な対処を学ぶ

特になし ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00010B92

【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
00010B92

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.3
『組織と個人を守る！スマートフォン時代の SNS リスク対策』と同内容。

修了条件は最終テストで合格基準（80%以上）をクリアすること。

・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

・炎上について理解し、必要な対処を学ぶ

特になし ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00014B32

実務に生かす！ 情報セキュリティの継

続学習
00014B32

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

2 ○

本コースは、企業の機密情報や個人情報を対象として、情報漏えいの恐ろしさと情報セキュリティ対策の必要性を学習し、自ら対策を実施

できるようになる内容になっています。高度化する情報セキュリティの最新情報を分かりやすく解説し、取り扱う事例の数を大幅に増やす

ことで、より実務に生かせるコースにです。

本コースを学習することにより、情報セキュリティの基本を押さえるとともに最新のセキュリティ問題を学習し、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指します。

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。

「今日から実行！事例で学ぶ情報セ

キュリティ」を学習した方。または、

それと同等の力を有する方。

○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00022B11 今日から実行！ 事例で学ぶ内部統制 00022B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

3 ○

本コースでは 、内部統制の本来の目的や会社で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に活かせる考え方を身に

付けることができる内容になっています。

本コースを学習することにより、個人個人が内部統制への積極的な意識を持ち、その意識を維持・向上させつつ、内部統制を実践できるよ

うになることを目指します。

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。

パソコンの基本的な操作ができること

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00065B11

ケースで学ぶ！コンプライアンスの基

礎
00065B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

3 ○

企業や組織のスタッフとして、コンプライアンスの重要性、趣旨とその目的の正しい理解を学習します。また、一般的に必要とされるコン

プライアンス知識について、法律や社会規範、一般的な規則などに基づいて学習します。

学習は、気づき、学び、実践 の3ステップで実施します。

・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。

特になし ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00066B11

ケースで学ぶ！コンプライアンスの基

礎 (A) 権利や労務編
00066B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1 ○

『ケースで学ぶ！コンプライアンスの基礎』の学習テーマを、権利侵害や労務関係に絞ったコースです。

企業や組織のスタッフとして、コンプライアンスの重要性、趣旨とその目的の正しい理解を学習します。また、一般的に必要とされるコン

プライアンス知識について、法律や社会規範、一般的な規則などに基づいて学習します。

学習は、気づき、学び、実践 の3ステップで実施します。

・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）

　・雇用・労働（基本的な労働条件、派遣・偽装請負、男女平等と育児休暇　他）

特になし

※ 以下の名称がついた関連コースは、全5章からなる『ケースで学ぶ！コンプライ

アンスの基礎』コースを元にしています。学習する内容はほぼ共通になりますが、

以下のような差異があります。

『(A) 権利や労務編』：学習テーマを、権利侵害や労務関係に絞ったコース

『(B) 対外編』：学習テーマを、対外的な取引関係や組織責任に絞ったコース

『【アセスメント＋ラーニング】』：元コースの全テーマを扱うが、受講者の弱点

に沿った学習の効率化が可能なコース

○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00067B11

ケースで学ぶ！コンプライアンスの基

礎 (B) 対外編
00067B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1 ○

『ケースで学ぶ！コンプライアンスの基礎』の学習テーマを、対外的な取引関係や組織責任に絞ったコースです。

企業や組織のスタッフとして、コンプライアンスの重要性、趣旨とその目的の正しい理解を学習します。また、一般的に必要とされるコン

プライアンス知識について、法律や社会規範、一般的な規則などに基づいて学習します。

学習は、気づき、学び、実践 の3ステップで実施します。

・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）

　・組織責任（消費者対策、企業間取引、会社法　他）

特になし

※ 以下の名称がついた関連コースは、全5章からなる『ケースで学ぶ！コンプライ

アンスの基礎』コースを元にしています。学習する内容はほぼ共通になりますが、

以下のような差異があります。

『(A) 権利や労務編』：学習テーマを、権利侵害や労務関係に絞ったコース

『(B) 対外編』：学習テーマを、対外的な取引関係や組織責任に絞ったコース

『【アセスメント＋ラーニング】』：元コースの全テーマを扱うが、受講者の弱点

に沿った学習の効率化が可能なコース

○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00068B11

【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
00068B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1～3 ○

『ケースで学ぶ！コンプライアンスの基礎』の全章を学べますが、受講者の弱点となっている箇所だけを表示することができ、効率的な学

習ができます。

企業や組織のスタッフとして、コンプライアンスの重要性、趣旨とその目的の正しい理解を学習します。また、一般的に必要とされるコン

プライアンス知識について、法律や社会規範、一般的な規則などに基づいて学習します。

学習は、気づき、学び、実践 の3ステップで実施します。

・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。

特になし

※ 以下の名称がついた関連コースは、全5章からなる『ケースで学ぶ！コンプライ

アンスの基礎』コースを元にしています。学習する内容はほぼ共通になりますが、

以下のような差異があります。

『(A) 権利や労務編』：学習テーマを、権利侵害や労務関係に絞ったコース

『(B) 対外編』：学習テーマを、対外的な取引関係や組織責任に絞ったコース

『【アセスメント＋ラーニング】』：元コースの全テーマを扱うが、受講者の弱点

に沿った学習の効率化が可能なコース

○



行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
00012V11

働き方の変革へのマインドセット ＋ ア

ンケート
00012V11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.5 ○

働き方改革を体現する佐々木常夫氏による、働き方変革に取り組むマインドセットのための映像コースです。

働き方改革の本質とは何か、企業の在り方、個人の在り方について学習し、社員の主体性を引き出しエンゲージメントを高めます。

また、受講者自らの仕事を振り返るアンケートを通して、働き方改革を現場で進める上で、個人とチームが課題を認識し、具体的な解決策

へと一歩踏み出せるように設計されています。

コースの構成（4パートで構成されています）

・イントロダクション：コースの概要や働き方改革の全体像を説明します。

・レッスン：佐々木常夫氏の講義映像2本、各10分ずつを視聴。視聴するまで先に進めません。

・映像確認テスト：映像を視聴し、理解したか確認を行います。

・アンケート：働き方改革を進める上で個人、チームが取り組むべき課題を明らかにするアンケートを行います。

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。
特になし Android OS 6.0 以上 (Chrome) 、iOS 10.0 以上 (Safari) に対応。 ○ ○

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
C0076B11

ケースで学ぶ！マタニティハラスメン

ト防止
00076B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

0.5 ○

マタニティハラスメント（マタハラ）およびパタニティハラスメント（パタハラ）について、具体的なケースに基づいて学習できます。

マタハラ・パタハラの実態や背景を知り、会社や社会への影響について学んだあと、自分自身がマタハラ・パタハラの被害にあったり、周

囲のマタハラ・パタハラに気づいたりした場合の対応方法を学びます。

また、意図せず加害者にならないための注意点や、マタハラ・パタハラを予防するために組織が取り組むことについても学びます。

2022年の育児介護休業法改正はもちろん、プレマタハラ、不妊治療などの最新トピックを扱っています。

・職場で起こるマタハラ・パタハラの種類や起こる背景について理解する

・マタハラ・パタハラが起きた場合の影響を理解する

・意図せずにマタハラ・パタハラの加害者になることを防ぐ

・マタハラ・パタハラの被害にあった際や周囲のマタハラ・パタハラに気づいた際に対応できる

ようになる

・職場で必要なマタハラ・パタハラ対策について理解する

特になし ○ 〇

行動基準シリー

ズ

行動基準シリー

ズ
C0045B11

ケースで学ぶ！ニューノーマル時代の

コンプライアンス
00045B11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

1 ○

「ニューノーマル時代」と言われる現在、組織と従業員一人ひとりがさまざまな新しい課題に直面しています。

そのような中で、私たちにはどのような行動が求められているのでしょう。

本コースでは、その視点と具体的な行動の中身を身近な事例から確認します。

そして、法令遵守・企業倫理という両方の視点から、今の時代に必要なコンプライアンスの考え方・実践のあり方を学習します。

・コンプライアンスとは何かを理解する

・コンプライアンス実践に必要な5つの要素を理解する

・ニューノーマル時代に個人や組織に求められている考え方や行動を知る

特になし

○ ○

資格試験対策シ

リーズ

資格試験対策シ

リーズ
C0071S11

ゼロから合格！社会人のための日商簿

記３級　実力養成レッスン
00071S11 6ヵ月 65 ○

本コースは、日商簿記３級に合格する実力をつけるためのコースです。

また、試験対策だけでなく、ビジネスパーソンに求められる実践的な会計知識も習得することができます。

- レッスンごとに設置された動画により、重要ポイントやビジネスパーソンに必要な視点を理解することができる。

- モバイル対応により、多忙なビジネスパーソンも効率よく学習することができる。

・日商簿記３級に合格するための実力を身につける

・社会人に必要とされる会計知識や数的感覚を身につける 特になし 実力養成レッスンはモバイル端末でも快適にご利用いただけます。 ○ ○

資格試験対策シ

リーズ

資格試験対策シ

リーズ
C0071S21

ゼロから合格！社会人のための日商簿

記３級　試験対策演習
00071S21 6ヵ月 15

本コースは、日商簿記３級に合格する実力をつけるためのコースです。

また、試験対策だけでなく、ビジネスパーソンに求められる実践的な会計知識も習得することができます。

- ネット試験対応の演習テストと模擬試験で、本番に近い形式で対策ができる。

・日商簿記３級に合格するための実力を身につける

・社会人に必要とされる会計知識や数的感覚を身につける 特になし
試験対策演習については、形式が複雑であるため、PCでの受講を強く推奨いたしま

す。
○

Officeシリーズ Officeシリーズ C0057N11 Word 2019-2021 Learning（入門編） 00057N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

6 ○

Microsoft Office 初心者に向けた、Word の入門学習コースです。

Word 2019/2021 の基本的な操作を、アニメーションによる紹介、シミュレーションによる実習を通して練習しながら学習します。

具体的に、基本操作、文書入力、文書編集、表の作成、画像・図形の利用までを学習します。

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

　・ページレイアウトの設定方法を習得する

　・Word での文字入力方法を習得する

　・文書の編集方法を習得する

　・文書内での表の作成と編集方法を習得する

　・グラフィックスの基本操作を習得する

Windowsの基本操作

Microsoft Word 2019 または 2021 の環境がなくても問題なく学習できます。

Microsoft Word 2019 または 2021 の環境があると、より効果的に学習できま

す。

スマートフォンなどのモバイル環境では、復習用の動画のみ視聴できます。

本コースの主たる学習については、 PC やタブレット等画面の大きい端末をご利用

ください。

○ △

Officeシリーズ Officeシリーズ C0055N11 Excel 2019-2021 Learning（入門編） 00055N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

6 ○

Microsoft Office 初心者に向けた、Excel の入門学習コースです。

Excel の機能の説明、アニメーションによる紹介、シミュレーションによる実習と、実際の手元のオフィスアプリケーションでの実践学習

を通し、Microsoft Excel 2019 または 2021 を利用した、数値の加工や整理、表やグラフの作成手順と編集方法について学習します。

便利なショートカット集つきです。

Excel の基本操作を覚える

　・Excel 2019 / 2021 の最新機能を理解する

　・ブックの保存方法を習得する

　・リボンやタブを理解する

　・Excel のデータ入力と編集方法を習得する

　・計算式の作成方法と関数の利用方法を習得する

　・表やグラフの作成方法とグラフ要素の編集方法を習得する

　・ワークシートの活用方法を習得する

Windowsの基本操作

Microsoft Excel 2019 または 2021 の環境がなくても問題なく学習できます。

Microsoft Excel 2019 または 2021 の環境があると、より効果的に学習できます。

スマートフォンなどのモバイル環境では、復習用の動画のみ視聴できます。

本コースの主たる学習については、 PC やタブレット等画面の大きい端末をご利用

ください。

○ △

Officeシリーズ Officeシリーズ C0056N11
PowerPoint 2019-2021 Learning（入

門編）
00056N11

6ヵ月+閲

覧期間6ヵ

月

8 ○

Microsoft Office 初心者に向けた、PowerPoint の入門学習コースです。

Microsoft PowerPoint 2019/2021 の基本的な操作を、アニメーションによる紹介、シミュレーションによる実習を通して練習しながら学

習します。

具体的に、基本操作、スライド作成、スライド編集、イラスト文字に動きをつける、スライドショーの準備までを学習します。

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

　・スライドに動きをつける方法を習得する

　・スライドショーのリハーサル方法を理解する

　・スライドの訴求力アップ方法を理解する

Windowsの基本操作

Microsoft Power Point 2019 または 2021 の環境がなくても問題なく学習できま

す。

Microsoft Power Point 2019 または 2021 の環境があると、より効果的に学習で

きます。

スマートフォンなどのモバイル環境では、復習用の動画のみ視聴できます。

本コースの主たる学習については、 PC やタブレット等画面の大きい端末をご利用

ください。

○ △


