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新規開講 シリーズ カテゴリ 商品ID 商品名 コースID コース名 学習目標 コース概要 動画 前提知識

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0001Q11 SDGsを理解しましょう！ 00001Q11 【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。
SDGsの基本知識について学習します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00001Q21 【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。

SDGsの17のゴールと169のターゲット（行動目標）の関係について学

習します。
あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00001Q31 【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。
SDGsと関係する今後のビジネスの方向について学習します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00001Q41 【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。

SDGsを思考ツールとして、事業を構築していく大事な視点について学

習します。
あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00001Q51 【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
SDGsを実際の事業に取り組むときのヒントについて学習します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0002Q11 実践！ マインドフルネス 00002Q11 【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。
マインドフルネスは一体どういうことなのかについて学習します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00002Q21 【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。

マインドフルネスがどうやって効果を出しているかについて学習しま

す。
あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00002Q31 【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。

科学的検証によってわかったマインドフルネスの可能性について学習し

ます。
あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00002Q41 【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。
マインドフルネスの簡単な実践法について学習します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00002Q51 【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。
マインドフルネスを習慣的に実践するための方法について学習します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0003Q11 DX時代のIT用語 00003Q11 【DX時代のIT用語】DX 「DX」について理解できる。 「DX」について説明します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00003Q21 【DX時代のIT用語】５G 「５G 」について理解できる。 「５G」について説明します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00003Q31 【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。 「ブロックチェーン」について説明します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00003Q41 【DX時代のIT用語】暗号資産 「暗号資産」について理解できる。 「暗号資産」について説明します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00003Q51 【DX時代のIT用語】電子決済 「電子決済」について理解できる。 「電子決済」について説明します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00003Q61 【DX時代のIT用語】RPA 「RPA」について理解できる。 「RPA」について説明します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00003Q71 【DX時代のIT用語】IoT 「IoT」について理解できる。 「IoT」について説明します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00003Q81 【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。 「シンギュラリティ」について説明します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00003Q91 【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。 「ディープラーニング」について説明します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0004Q11
今さら聞けないビジネス知識　日常会

話編
00004Q11

【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。

「アジェンダ、リソース、バッファ、エビデンス」について説明しま

す。
ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00004Q21
【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。 「たたき、落とし込む、丸める、フィックス」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00004Q31 【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。 「アサイン、ブレスト、ニッチ 」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00004Q41 【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。 「ナレッジ、メンター、OJT 」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00004Q51 【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。 「オンスケ、リスケ、MTG、アポ」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00004Q61
【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。

「コミット、タスク、プライオリティ、あいみつ」について説明しま

す。
ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0005Q11 今さら聞けないビジネス知識　用語編 00005Q11 【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。 「転勤・赴任・出向」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00005Q21 【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。 「代休と振休」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00005Q31 【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。 「代表取締役・社長・CEO  」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00005Q41 【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。 「KPI・KGI・OKR」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00005Q51 【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。 「BtoB、BtoC」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0006Q11
今さら聞けないビジネス知識　基本知

識編
00006Q11 【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。 「MBO」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00006Q21 【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。 「同一労働同一賃金」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00006Q31 【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。 「ステークホルダー」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00006Q41 【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。 「CSR」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00006Q51 【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。 「PDCA」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00006Q61 【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。 「リーマンショック」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00006Q71 【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。 「カフェテリアプラン」について説明します。 ー ー

マイクロラーニング対象コース



ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00006Q81 【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。 「報・連・相」について説明します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0010Q11 テレワークと新しい働き方 00010Q11 【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。 今急速に広がっているテレワークについて学習します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00010Q21 【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。
経営戦略としてのテレワークについて学習します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00010Q31
【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。

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について学習

します。
あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00010Q41 【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。
テレワークが働き手やその企業だけでなく地方にも与える影響について

学習します。
あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00010Q51 【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。 テレワークによる好循環について学習します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0014Q11 今すぐ確認！　あいさつ・電話 00014Q11 【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。 基本的なあいさつの方法について学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00014Q21 【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。 基本的な電話のうけ方について学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00014Q31 【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。 基本的な電話のかけ方について学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0015Q11 今すぐ確認！　訪問・来客 00015Q11 【今すぐ確認！】訪問 訪問時の基本的なマナーを理解できる。 訪問時の基本的なマナーについて学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00015Q21 【今すぐ確認！】来客 来客時の基本的な対応を理解できる。 来客時の基本的な対応について学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00015Q31 【今すぐ確認！】名刺交換 名刺交換の基本を理解できる。 名刺交換の基本について学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00015Q41 【今すぐ確認！】席次 席次の基本的な考え方を理解できる。 席次の基本的な考え方を学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0016Q11 プロジェクトマネジメント基本のキ 00016Q11 【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。 プロジェクトマネジメントとは何かについて学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00016Q21 【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。 WBSについて学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00016Q31 【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。 進捗管理について学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00016Q41 【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。 品質管理について学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00016Q51 【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。 リスク管理について学習します。 ー ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0041Q11 成功する！オンラインで伝えるスキル 00041Q11 【成功する！オンラインで伝えるスキル】01 概要を知ろう！ 本コースの概要と学び方を確認します。
このコースでは、「成功する！オンラインで伝えるスキル」の概要につ

いて確認します。
あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00041Q21 【成功する！オンラインで伝えるスキル】02 違いを比べよう！ 対面とオンラインを比較し、オンラインのメリット・デメリットを洗い出します。

オンラインで伝えるスキルを身につけるには、まずオンラインのメリッ

ト・デメリットについて考える必要があります。このコースでは、対面

とオンラインを比較し、オンラインのメリット・デメリットを考えま

す。

あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00041Q31 【成功する！オンラインで伝えるスキル】03 弱点を補おう！Part1 オンラインのデメリットの根本的な要因を考えます。

このコースでは、オンラインのデメリットの根本的な要因である、参加

者の反応が分かりづらい理由と、意見交換が困難な理由について考えま

す。

あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00041Q41 【成功する！オンラインで伝えるスキル】04 弱点を補おう！Part2 オンラインのデメリットの根本的な要因を考えます。

このコースでは、オンラインのデメリットの根本的な要因である集中力

を維持できない理由と、体験・経験としての価値が希薄とされる理由つ

いて考えます。

あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00041Q51 【成功する！オンラインで伝えるスキル】05 構成を決めよう！ オンラインで研修などを行う際の、構成の組み立て方を学習します。

オンラインの弱点を補強し改善するためにも、構成の立て方は重要で

す。このコースでは、オンラインで研修やミーティングを行う際の、構

成の組み立て方を学習します。

あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00041Q61 【成功する！オンラインで伝えるスキル】06 ファシリテーションの準備をしよう! ファシリテーションを行う際、必要な準備について学習します。
このコースでは、ファシリテーションを行う際、必要な準備について学

習します。
あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00041Q71 【成功する！オンラインで伝えるスキル】07 資料を作ろう！Part1 資料作成において話の組み立て方を学習します。 このコースでは、相手に伝わりやすい資料の作り方を学習します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00041Q81 【成功する！オンラインで伝えるスキル】08 資料を作ろう！Part2 相手に伝わりやすいスライドの作り方を学習します。 このコースでは、相手に伝わりやすいスライドの作り方を学習します。 あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00041Q91 【成功する！オンラインで伝えるスキル】09 機材・環境を整えよう！ オンラインで研修やミーティングを行う際の、機材や環境の整え方を学習します。

オンラインでの会議や研修の品質を大きく左右する要素の一つに、機材

や環境があげられます。このコースでは、オンラインで研修やミーティ

ングを行う際の、機材や環境の整え方を学習します。

あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00042Q11 【成功する！オンラインで伝えるスキル】10 伝わり方を研究しよう！Part1 オンラインコミュニケーションでの目線・表情・しぐさについて学習します。
このコースでは、よりよいプレゼンや研修などを行うために必要なオン

ラインコミュニケーションについて学習します。
あり ー

ビジネススキルシリーズ（マイクロラーニング） 00042Q21 【成功する！オンラインで伝えるスキル】11 伝わり方を研究しよう！Part2
オンラインコミュニケーションにおいて、相手によりよく伝えるための手法を学習しま

す。

このコースでは、”コミュニケーションとはなにか？”ということについ

て改めて考え、オンラインコミュニケーションにおいて、相手によりよ

く伝えるための手法を学習します。

あり ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0007Q11
メンバーの話を聞く前に～傾聴と質問

～
00007Q11 【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。 傾聴のスキルについて学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00007Q21 【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。 質問のスキルについて学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0008Q11
わかりやすく伝えるために～論理展開

とロジックツリー～
00008Q11 【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。 論理展開の基本について学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00008Q21 【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。 演繹的論理展開について学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00008Q31 【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。 帰納的論理展開について学習します。 ー ー



マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00008Q41 【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。 ロジックツリーについて学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0009Q11
ファシリテーターをする前に～会議の

進め方～
00009Q11 【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。 ファシリテーションのスキルについて学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00009Q21 【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。 ファシリテーションのスキルについて学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0011Q11
より良い職場にするために～労働法・

36協定・ECRS～
00011Q11 【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。 労働法について学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00011Q21 【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。 36協定について学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00011Q31 【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。 業務改善の４原則「ECRS」について学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0012Q11
財務諸表～損益計算書・貸借対象表・

キャッシュフロー計算書～
00012Q11 【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。 損益計算書について学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00012Q21 【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。 貸借対照表について学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00012Q31 【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。 キャッシュフロー計算書について学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0013Q11
使いこなそう！マーケティングフレー

ムワーク
00013Q11 【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。 4Pについて学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00013Q21 【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。 STPについて学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00013Q31 【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。 PEST分析について学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00013Q41 【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。 3C分析について学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00013Q51 【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。 SWOT分析について学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00013Q61 【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。 プロダクトライフサイクルについて学習します。 ー ー

マネジメントスキルシリーズ（マイクロラーニング） 00013Q71
【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。 マーケティングにおける製品のとらえ方について学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0017Q11 Word 200％活用 00017Q11 【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。
スタイル機能を用いて、複数箇所に同じ書式設定をする方法を学習しま

す。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00017Q21 【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。
SmartArt を活用して、見栄えの良い文書を作成する方法を学習しま

す。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00017Q31 【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。 図ツールを活用して、文書に適した図に加工する方法を学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00017Q41 【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。
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方法

を学習します。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00017Q51 【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。 表やグラフを組み合わせて説得力のある文書の作成方法を学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00017Q61 【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。 SmartArtを使用したわかりやすい文書の作成方法について学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00017Q71 【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。

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する方法について学

習します。

ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00017Q81 【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。

残っていてはいけない個人情報はないかをチェックして文書の信頼度を

上げる方法や、パスワードがわかる人にしか文書が開けないようにして

文書を守る方法について学習します。

ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0018Q11 今すぐ使いたいExcelの技 00018Q11 【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。 ExcelでのVLOOKUPの使い方について学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00018Q21 【今すぐ使いたいExcelの技】条件付き書式の設定 値にあわせて書式を設定する方法がわかる。 Excelでの条件付き書式の設定方法について学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00018Q31 【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。 Excelでの複合グラフの作り方について学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00018Q41 【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。 Excelでのピボットテーブルの使い方について学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0019Q11 Exce l200％活用　入力編 00019Q11 【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。 規則性のあるデータを、効率よく入力する方法について学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00019Q21 【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。

数式はほかのセルにコピーして使うことができます。数式をコピーする

方法や「相対参照」という数式のセル参照の書き方についても学習しま

す。

ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00019Q31 【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。 SmartArt の活用方法やデザインなどを包括的に学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00019Q41 【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。
見積書を例に、入力ミスや計算ミスがないよう自動計算をするために、

数式や簡単な関数の活用方法について学習します。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00019Q51 【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。
見積書を例に、同じ操作を自動的に繰り返す操作をマクロとして登録

し、短時間で間違いのない書類を作成する手法を学習します。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00019Q61 【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。

請求書を例に、できるだけ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します。VLOOKUP や 

IFERROR といった高度な関数を組み合わせてできる複雑な数式や、入

力規則の設定方法を学習します。

ー ー



Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00019Q71 【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。

Excel には外部の資源を利用する機能があります。Office の代表的な文

書作成ソフトである Word で作成されるファイルとWebに存在する情報

と連携する方法についてそれぞれ学習します。

ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00019Q81 【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。

Excel でブックファイルを作成し、完成したら、ブックファイルを保護

して改ざんや漏洩を防止することが重要です。必要に応じて編集する場

合にパスワードで保護したり、他人がブックファイルを開けないように

したりする機能について学習します。

ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00019Q91 【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。

Excel には、最初から簡単にデザインできるように、サンプルの書式が

あらかじめ用意されています。セルや表の「スタイル」を使用して見栄

えを良くする方法について学習します。

ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0020Q11 Excel 200％活用　分析編 00020Q11 【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。

作成した売上表を例に、集計には必須のオート SUM 関数（売上の合計

や平均を算出する）と RANK.EQ 関数（営業成績の順位を求める）の利

用方法について学習します。また、情報を絞って表示するフィルター機

能についても確認します。

ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00020Q21 【Excel200％活用　分析編】シナリオを用いたデータの分析 WhatーIf 分析を分析に利用できるようになる。

Excel の WhatーIf 分析を利用すると、結果を導き出すための複数のア

プローチを分析できます。WhatーIf 分析にはシナリオを登録して、シ

ナリオごとにゴールシーク（結果を導き出す）する機能が用意されてい

ます。ここでは、シナリオを登録してゴールシークする操作について学

習します。

ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00020Q31 【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。

集計項目が多く複雑な表は、ピボットテーブルにすると簡単に分析でき

ます。ここでは、エリア・営業所別に切り替えて集計し、その結果をピ

ボットテーブルに表示したり、ピボットグラフに表示したりする方法を

学習します。

ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00020Q41 【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。

予測シートを利用して未来の傾向を予測します。売上表を例に、営業所

ごとの1年間の月間の売上から3か月先の売上予測をする方法を学習しま

す。

ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00020Q51 【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。
条件付き書式を利用して、表を視覚的にわかりやすくする方法について

学習します。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0021Q11 PowerPointでプレゼン達人！ 00021Q11 【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。
スライドショーの開始方法やスライドの切り替え方法の確認など、スラ

イドショーの準備とともにリハーサルの活用方法について学習します。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00021Q21 【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。

発表者ツールの概要と、発表者ツール画面、スライド操作ボタンの概要

を学習します。発表者ツールを使用する場合だけでなく、使用しない場

合のスライドショーの操作方法についても学習します。

ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00021Q31 【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。

プレゼンテーション中にできる操作（画面の拡大／スライドのジャンプ

／スライドへの書き込み）について学習します。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00021Q41 【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。 PowerPointで作成した資料を印刷する場合の手順について学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00021Q51 【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。
PowerPointで作成した資料を配布する前に行うべき準備について学習し

ます。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00021Q61 【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。

効果的なプレゼンテーションを行うための資料を作成する際のポイント

を学習します。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00021Q71 【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。
プレゼンテーション資料の作成の流れを学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00021Q81 【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。

どのようにして視覚に訴える資料を作成するのかや、スライド全体に統

一感を出す機能「テーマ」について学習します。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0022Q11 PowerPointセンスアップ！ 00022Q11 【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。
PowerPointでスライドのレイアウトを見やすいように調整するコツにつ

いて学習します。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00022Q21 【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。 PowerPointでの配色のコツについて学習します。 ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00022Q31 【PowerPointセンスアップ！】スライドマスターの活用 スライドに統一した要素を挿入する仕方がわかる
PowerPointでスライドマスターを用いて、スライドの同じ位置に同じ図

形を挿入する方法について学習します。
ー ー

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0043Q11 Outlook 連絡先管理のコツ 00043Q11 【Outlook 連絡先管理のコツ】登録・編集・削除 連絡先の登録や編集、そして削除する方法を身につけます。

このコースでは、Outlookで連絡先の情報を直接入力して登録する方法

や、メールから登録する方法について学習します。また、登録した連絡

先を編集したり、削除したりする方法についても説明します。

あり Outlookの基本操作



Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00043Q21 【Outlook 連絡先管理のコツ】グループの作成 連絡先グループの作成や編集、そして削除する方法を身につけます。
このコースでは、Outlookで連絡先グループを作成する方法、および作

成したグループの編集、削除について学習します。
あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00043Q31 【Outlook 連絡先管理のコツ】分類 フォルダを利用して、連絡先を分類して管理する方法を身につけます。
このコースでは、Outlookでフォルダを作成し、連絡先を目的に応じて

フォルダごとに分類して管理する方法について学習します。
あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00043Q41 【Outlook 連絡先管理のコツ】インポートとエクスポート 連絡先のインポートとエクスポートの方法を身につけます。

このコースでは、手元にある連絡先のリストをOutlookにインポートし

たり、Outlookの連絡先を特定のファイルにエクスポートしたりする方

法について学習します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0044Q11 Outlook 予定管理のコツ 00044Q11 【Outlook 予定管理のコツ】予定表への登録方法 予定表に予定を登録する方法を身につけます。
このコースでは、Outlookの予定表に個人の予定と会議予定を登録する

方法について学習します。
あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00044Q21 【Outlook 予定管理のコツ】定期的な予定を登録 予定表に定期的に繰り返す予定を登録する方法を身につけます。

このコースでは、月次レポートの提出や部署の定例会議など、定期的に

行われるイベントの予定をOutlookの予定表に登録する方法について学

習します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00044Q31 【Outlook 予定管理のコツ】タイムゾーンと祝日の追加 ほかの国のタイムゾーンと祝日を予定表に追加する方法を身につけます。

このコースでは、海外のクライアントなどと仕事する際に、その地域の

タイムゾーンと祝日をOutlook予定表に追加して表示させる方法につい

て学習します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00044Q41 【Outlook 予定管理のコツ】予定表をメールで送信 予定表をメールで送信する方法を身につけます。
このコースでは、必要に応じてメールにOutlookの予定表の一部か全部

を表示させて、社外の人に送信する方法について学習します。
あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00044Q51 【Outlook 予定管理のコツ】予定表の共有 予定表を社内の関係者に共有する方法を身につけます。
このコースでは、アクセス権を設定し、Outlookの予定表を社内の関係

者に共有する方法について学習します。
あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00044Q61 【Outlook 予定管理のコツ】複数の予定表の同時表示 複数の予定表を同時に表示させる方法を身につけます。
このコースでは、Outlookで複数の予定表を横か縦に並べたり、重ねた

りして、同時に表示させる方法について学習します。
あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00044Q71 【Outlook 予定管理のコツ】Outlook Todayの活用 Outlook Todayを起動時に自動的に表示させる方法を身につけます。
このコースでは、Outlook Todayについて、その表示項目とOutlook起

動時に自動表示される設定方法について学習します。
あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0045Q11 Outlook メール送信のコツ 00045Q11 【Outlook メール送信のコツ】署名の使い分け メールで使用する署名を複数設定し、切り替える方法を身につけます。

このコースでは、Outlookで内容が異なる複数の署名を設定する方法に

ついて学習します。また、設定した署名を社内や社外向けなどの利用場

面に応じて切り替える方法も説明します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00045Q21 【Outlook メール送信のコツ】メール形式の変更 Outlookで利用できる3種類のメール形式の相違点を理解します。

このコースでは、Outlookで送信する際に選択できるHTML形式、テキス

ト形式、リッチテキスト形式という3種類のメール形式について説明し

ます。また、必要に応じてメール形式を変更する方法も学習します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00045Q31 【Outlook メール送信のコツ】メールひな形の利用
メールのひな形を作成、または利用する方法と、マイテンプレート機能の活用方法を身に

つけます。

このコースでは、Outlookであらかじめ用意されているひな形を使っ

て、メールを作成する方法と、独自のメールひな形を作成する方法につ

いて学習します。さらに、マイテンプレート機能でよく使う文言を登録

してテンプレートとして利用する方法も説明します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00045Q41 【Outlook メール送信のコツ】クイックパーツの利用 テキストなどをクイックパーツとして登録し、利用する方法を身につけます。

このコースでは、あいさつなどの定型的な要素をOutlookのクイック

パーツとして登録して、メール本文にすばやく挿入する方法について学

習します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00045Q51 【Outlook メール送信のコツ】メール送信時のオプション機能 メール送信時のオプション機能を利用する方法を身につけます。

このコースでは、Outlookでメールを送信する際に、メールの重要度や

秘密度および開封確認の要求というオプション機能を利用する方法につ

いて学習します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00045Q61 【Outlook メール送信のコツ】送信日時と自動応答の指定 メールの送信日時を指定する方法と、不在時の自動応答を設定する方法を身につけます。

このコースでは、Outlookでメールを指定した日時に自動送信するよう

に設定する方法、および不在の時に受信したメールに自動的に返信メー

ルを送る方法について学習します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00045Q71 【Outlook メール送信のコツ】メンション機能の活用 メールで特定のユーザーをメンションする方法を身につけます。

このコースでは、「＠」マークを利用して、Outlookで送信メールを作

成する際に特定のユーザーの注意を引くようにメンションする方法につ

いて学習します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0046Q11 Outlook メール管理のコツ 00046Q11 【Outlook メール管理のコツ】メールの検索 検索ボックスと検索タブの利用方法を身につけます。

このコースでは、大量のメールから目的のメールをすばやく探し出すた

めに、検索ボックスで条件を指定したり、検索タブの各ボタンから検索

したりする方法について学習します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00046Q21 【Outlook メール管理のコツ】検索フォルダーの利用 検索フォルダーを使って、検索条件にあったメールを表示する方法を身につけます。

このコースでは、検索フォルダーというOutlookにある擬似的なフォル

ダーを利用して、指定した条件に一致するメールをすべてまとめて表示

させる方法について身につけます。

あり Outlookの基本操作



Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00046Q31 【Outlook メール管理のコツ】好みによる表示変更 メール画面の表示を変更する方法を身につけます。
このコースでは、使いやすいように、自分の好みにあわせてOutlookの

メール画面の表示を変更する方法について学習します。
あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00046Q41 【Outlook メール管理のコツ】迷惑メールのブロック 迷惑メールをブロックする方法を身につけます。

このコースでは、迷惑メールの処理レベルや受信拒否リストを設定し

て、迷惑メールを自動的にOutlookの「迷惑メール」フォルダーに移動

させる方法について学習します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00046Q51 【Outlook メール管理のコツ】受信メールの自動仕分け メールを自動的に振り分ける方法を身につけます。

このコースでは、Outlookで仕分けルールを作成し、指定した条件と一

致する受信メールを自動的に指定したフォルダに移動させる方法につい

て学習します。また、メールを移動するための新しいフォルダーの作成

方法も説明します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00046Q61 【Outlook メール管理のコツ】アカウントの追加と削除 メールアカウントを追加する方法を身につけます。

このコースでは、仕事用やプライベート用メールを使い分けしたりまと

めて管理したりするため、Outlookにメールアカウントを追加する方法

について学習します。

あり Outlookの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0047Q11 Teams コミュニケーションのコツ 00047Q11 【Teams コミュニケーションのコツ】メッセージの保存と未読設定 メッセージを保存する方法と未読にする方法を身につけます。
このコースでは、あとでも確認できるようにTeamsで受け取ったメッ

セージを保存したり、未読にしたりする方法について学習します。
あり

Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00047Q21 【Teams コミュニケーションのコツ】チャネルメッセージの共有
チャネルメッセージのリンクを取得して共有する方法と、直接Outlookで共有する方法を

身につけます。

このコースでは、Teamsのチャネルに投稿されたメッセージのリンクを

取得してチームのメンバーに共有する方法と、メッセージの「Outlook

で共有」機能を利用してメールで共有する方法について学習します。

あり
Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00047Q31 【Teams コミュニケーションのコツ】メールをチャネルに投稿 メールの内容をチャネルに投稿する方法を身につけます。

このコースでは、チャネルのメールアドレスを取得してメールの宛先に

コピペする形で、メールをチャネルに投稿する方法について学習しま

す。また、Outlookを利用する場合の「Teamsで共有」ボタンからチャ

ネルに投稿する方法も説明します。

あり
Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00047Q41 【Teams コミュニケーションのコツ】ユーザー状態の通知 ユーザー在席状況の通知を受け取るように設定する方法を身につけます。

このコースでは、特定のユーザーの在席状況が「連絡可能」や「オフラ

イン」になった際に、Teamsのポップアップ通知で自分に知らせる方法

について学習します。

あり
Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00047Q51 【Teams コミュニケーションのコツ】フィルター機能の活用 フィルターをかけて目的の情報を探す方法を身につけます。

このコースでは、Teamsのアクティビティフィードやチャット、チーム

でフィルターをかけて、条件を絞り込み、必要な情報をまとめて表示さ

せる方法について学習します。

あり
Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00047Q61 【Teams コミュニケーションのコツ】ステータスメッセージ機能の活用 ステータスメッセージと不在時のメッセージを設定する方法を身につけます。

このコースでは、自分の在席状況をより詳しく伝えるために、Teamsで

ステータスメッセージを設定する方法について学習します。また、不在

にするときに、自動的に表示させるメッセージの設定方法も説明しま

す。

あり
Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00047Q71 【Teams コミュニケーションのコツ】「＠」の活用 「@」でメンションする方法とダイレクトメッセージを送る方法を身につけます。

このコースでは、Teamsで「@」を利用して、特定のユーザーをメン

ションする方法と、検索ボックスからダイレクトメッセージを送る方法

について学習します。

あり
Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00047Q81 【Teams コミュニケーションのコツ】通知の効果的な設定 通知を効果的に利用する方法を身につけます。

このコースでは、受け取りたいメッセージを見逃さないように、Teams

でユーザーやチャネルごとに通知の詳細を設定する方法について学習し

ます。

あり
Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0048Q11 Teams 200%活用 00048Q11 【Teams 200%活用】チャネルでのファイル共有と共同編集 チャネルでファイルを共有する方法と、会話しながら共同編集する方法を身につけます。

このコースでは、ファイルをTeamsのチャネルに投稿して共有する方法

と、「ファイル」タブにアップロードして共有する方法について学習し

ます。また、共有したファイルをTeams上で開いて、会話をしながら

いっしょに編集する方法も説明します。

あり
Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00048Q21 【Teams 200%活用】今すぐ話し合い 今すぐ会議を開始する方法を身につけます。
このコースでは、Teamsで直接話し合いが必要なときに、すぐに会議を

始める方法について学習します。
あり

Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00048Q31 【Teams 200%活用】Wikiタブの活用 チャネルにあるWikiタブの利用方法を身につけます。
このコースでは、チームで共通ルールなどの情報をまとめて共有する際

に利用できるTeamsのチャネルにあるWikiタブについて学習します。
あり

Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00048Q41 【Teams 200%活用】チャネルファイルのアクセス許可 チャネルに共有されたファイルにアクセス許可を設定する方法を身につけます。

このコースでは、Teamsのチャネルで共有したファイルのリンクを取得

し、チーム外のユーザーにアクセス許可を設定する方法について学習し

ます。また、SharePointでファイルを開いてアクセス許可を確認、変更

する方法も説明します。

あり
Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00048Q51 【Teams 200%活用】タスク管理 PlannerとTo Doのタスク管理の利用方法を身につけます。

このコースでは、TeamsのチャネルにPlannerのタブを追加し、チーム

のタスクを管理する方法について学習します。また、ナビゲーション

バーにアプリを追加して、PlannerとTo Doのタスクを１画面で管理する

方法も説明します。

あり
Microsoft Teamsの基

本操作



Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00048Q61 【Teams 200%活用】PowerPoint Liveでプレゼンテーション PowerPoint Liveの利用方法を身につけます。

このコースでは、PowerPoint Liveを利用して、Teamsの会議で

PowerPointファイルを共有しながら、プレゼンテーションする方法につ

いて学習します。

あり
Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00048Q71 【Teams 200%活用】同じ構成のチームの作成 既存のチームから新しいチームを作成する方法を身につけます。
このコースでは、Teamsで既存のチームのチャネルやメンバーなどの構

成を再利用して、新しいチームを作成する方法について学習します。
あり

Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00048Q81 【Teams 200%活用】外部ユーザーの招待 外部ユーザーをチームに招待する方法を身につけます。
このコースでは、外部のユーザーをTeamsのチームにゲストとして招待

して追加する方法を学習します。
あり

Microsoft Teamsの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0049Q11 OneNote ノート作成のコツ 00049Q11 【OneNote ノート作成のコツ】ノートコンテナーの簡単操作 ノートコンテナーのサイズ変更や位置移動などの操作方法を身につけます。

このコースでは、OneNoteのページにあるノートコンテナーのサイズを

変更したり、移動したりする方法と、ノートコンテナーを結合、分割す

る方法について学習します。また、ノートコンテナーを削除する方法に

ついても説明します。

あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00049Q21 【OneNote ノート作成のコツ】ノートシールの活用 ノートシールの利用方法や新規作成の方法を身につけます。
このコースでは、ノートシールをOneNoteのページに挿入、削除する方

法と、独自のノートシールを新たに作成する方法について学習します。
あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00049Q31 【OneNote ノート作成のコツ】スペースの調整 ページ内の余白を調整する方法を身につけます。

このコースでは、「スペースの挿入」という機能を利用して、OneNote

のページ内にスペースを挿入したり、スペースを削除したりする方法に

ついて学習します。

あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00049Q41 【OneNote ノート作成のコツ】スクリーンショットの挿入 画面のスクリーンショットを撮り、ページに挿入する方法を身につけます。
このコースでは、OneNoteの「画面の領域」を利用して、画面のスク

リーンショットを撮る方法について学習します。
あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00049Q51 【OneNote ノート作成のコツ】ページへのファイル添付
ページにファイルを添付する方法やファイルの印刷イメージを挿入する方法を身につけま

す。

このコースでは、OneNoteのページにWordなどのファイルやファイル

の印刷イメージを挿入する方法について学習します。
あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00049Q61 【OneNote ノート作成のコツ】統一感のある議事録の作成 定型の議事録ノートブックを作成する方法を身につけます。

このコースでは、ページのコピー機能やサブページを活用しながら定型

のフォーマットを作ってOneNoteで議事録を作成する方法について学習

します。

あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00049Q71 【OneNote ノート作成のコツ】スプレッドシートの活用 スプレッドシートの挿入方法と、表をスプレッドシートに変換する方法を身につけます。

このコースでは、ExcelのスプレッドシートをOneNoteのページに挿入

する方法と、OneNoteで作成した表をExcelのスプレッドシートに変換

する方法について学習します。

あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0050Q11 OneNote 200%活用 00050Q11 【OneNote 200%活用】ノートブックの検索機能 検索ボックスやノートシール検索を利用して検索する方法を身につけます。
このコースでは、OneNoteの検索ボックスからテキストや音声を検索す

る方法と、ノートシールの検索方法について学習します。
あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00050Q21 【OneNote 200%活用】OCR機能の活用 画像などからテキストをコピーする方法を身につけます。

このコースでは、OneNoteがサポートしているOCR機能を利用して、

ページ内にある画像や印刷イメージからテキスト要素を抽出する方法に

ついて学習します。

あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00050Q41 【OneNote 200%活用】メールでのページ送信 ページをメールで送信する方法を身につけます。
このコースでは、作成したOneNoteのページをメールで送信する方法に

ついて学習します。
あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00050Q51 【OneNote 200%活用】クイックノートの活用 クイックノートを活用する方法を身につけます。

このコースでは、OneNoteを起動せず、ショートカットキーでクイック

ノートを起動し、メモをとって自動的に保存する方法について学習しま

す。

あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00050Q61 【OneNote 200%活用】簡単なメモ書きと校閲 ファイルを挿入して校閲する方法を身につけます。
このコースでは、Wordなどのファイルや画像をOneNoteのページに挿

入し、背景として固定したうえで、校閲する方法について学習します。
あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00050Q71 【OneNote 200%活用】セクションとページの削除と復元 セクションやページを削除、復元する方法を身につけます。
このコースでは、OneNoteのセクションやページを削除する方法、およ

び削除したセクションやページを復元する方法について学習します。
あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00050Q81 【OneNote 200%活用】万が一のためのバックアップ ノートブックのバックアップの保存先や保存間隔を変更する方法を身につけます。

このコースでは、ノートブックのバックアップの保存先や保存間隔を必

要に応じて変更する方法について学習します。また、バックアップした

ノートブックを復元する方法も説明します。

あり OneNoteの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング

J0051Q11

SharePoint サイト活用のコツ 00051Q11 【SharePoint サイト活用のコツ】２種類のサイトの使い分け チームサイトとコミュニケーションサイトの使い分けができるようになります。

このコースでは、チームサイトとコミュニケーションサイトという２種

類のSharePointサイトの違いとそれぞれの作成方法について学習しま

す。

あり
SharePointサイトの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00051Q21 【SharePoint サイト活用のコツ】チームサイトへのユーザー追加 チームサイトにチーム外や組織外のユーザーを追加する方法を身につけます。
このコースでは、SharePointでチームサイトにチーム外や組織外のユー

ザーを追加して、役割を指定する方法について学習します。
あり

SharePointサイトの基

本操作



Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00051Q31 【SharePoint サイト活用のコツ】チームサイトのデザイン変更 チームサイトのホームページのデザインを変更する方法を身につけます。

このコースでは、セクションとWebパーツを利用して、SharePointの

チームサイトのホームページを見やすいデザインに編集する方法につい

て学習します。

あり
SharePointサイトの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00051Q41 【SharePoint サイト活用のコツ】通知設定の活用
ドキュメントライブラリのファイルが変更されたとき、通知が届くように設定する方法を

身につけます。

このコースでは、SharePointサイトのドキュメントライブラリにファイ

ルが追加されたり、ファイルの内容が変更されたりした場合、指定した

形式で通知する方法について学習します。

あり
SharePointサイトの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00051Q51 【SharePoint サイト活用のコツ】Power Automateとの連携
Power Automateのテンプレートを利用して、SharePointから始まるワークフローを自

動化する仕組みを理解します。

このコースでは、Power Automateのテンプレートを使って、

SharePointのリストにアイテムが追加されたら申請メールを承認者に送

信し、その結果を申請者に送信するまでの一連の操作を自動化する方法

について学習します。

あり
SharePointサイトの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00051Q61 【SharePoint サイト活用のコツ】ファイルバージョンの管理
ドキュメントライブラリでファイルのバージョンを確認し、復元する方法を身につけま

す。

このコースでは、SharePointサイトに保存されているファイルのバー

ジョン履歴を追跡したり、前のバージョンに復元したりする方法につい

て学習します。

あり
SharePointサイトの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00051Q71 【SharePoint サイト活用のコツ】ライブラリでの表示変更 ドキュメントライブラリの表示形式を変更する方法を身につけます。
このコースでは、SharePointサイトのドキュメントライブラリの表示を

切り替えて、さらに書式設定を変更する方法について学習します。
あり

SharePointサイトの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00051Q81 【SharePoint サイト活用のコツ】検索機能の活用 検索機能を利用して簡単に目的の情報を見つける方法を身につけます。

このコースでは、SharePointサイト全体あるいは特定のサイトで検索す

る方法について学習します。また、特定のプロパティに限定して検索す

る方法も説明します。

あり
SharePointサイトの基

本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0052Q11 Forms アンケート作成のコツ 00052Q11 【Forms アンケート作成のコツ】組織外ユーザーの回答許可 組織外のユーザーもアンケートに回答可能に設定する方法を身につけます。
このコースでは、Formsのアンケートなどに組織外のユーザーも回答で

きるように設定する方法について学習します。
あり Formsの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00052Q21 【Forms アンケート作成のコツ】回答回数の制限 アンケートの回答を１アカウントにつき１回に限定する方法を身につけます。
このコースでは、Formsのアンケートなどに１アカウントで１回しか回

答できないように限定する方法について学習します。
あり Formsの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00052Q31 【Forms アンケート作成のコツ】公開期間の限定 アンケートの公開期間を限定する方法を身につけます。
このコースでは、Formsのアンケートなどの回答可能な期間を限定して

公開する方法について学習します。
あり Formsの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00052Q41 【Forms アンケート作成のコツ】回答状況の把握
アンケートの回答結果を確認する方法と回答があるたびに通知が届くように設定する方法

を身につけます。

このコースでは、回答状況を把握するために、アンケートなどの回答結

果を確認する方法や、回答者が回答を送信したことを知らせるように設

定する方法について学習します。

あり Formsの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00052Q51 【Forms アンケート作成のコツ】セクションで質問を整理
ページを切り替えられるようにセクションを追加し、質問を整理する方法を身につけま

す。

このコースでは、Formsにセクションを追加して、アンケート内容を質

問群によって別ページに分けて表示する方法について学習します。
あり Formsの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00052Q61 【Forms アンケート作成のコツ】シャッフルで出題 選択肢や質問をシャッフルする方法を身につけます。
このコースでは、Formsで作成したクイズやテストで、選択肢や質問を

シャッフルしてランダムな順序で出題する方法について学習します。
あり Formsの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00052Q71 【Forms アンケート作成のコツ】分岐の活用 分岐を追加して、回答内容によって次に表示する質問を変更する方法を身につけます。

このコースでは、Formsのアンケートなどで分岐を利用して、次に表示

する質問が回答内容によって変わるように設定する方法について学習し

ます。

あり Formsの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00052Q81 【Forms アンケート作成のコツ】多言語表示 アンケート内容を異なる言語で表示できるように設定する方法を身につけます。
このコースでは、Formsのアンケートなどに日本語以外の言語表示を追

加し、アンケートを多言語化する方法について学習します。
あり Formsの基本操作

Officeシリーズ（マイクロラーニング） 00052Q91 【Forms アンケート作成のコツ】SharePointへの埋め込み SharePointサイトにFormsのアンケートなどを埋め込む方法を身につけます。
このコースでは、お問い合わせのフォームなどFormsで作成したものを

SharePointサイトに埋め込み、情報収集する方法について学習します。
あり Formsの基本操作

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0023Q11 即戦力！英語でミーティング　準備編 00023Q11 【即戦力！英語でミーティング　準備編】会議の約束 電話で先方と会議の予約をとる際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、アクセス権を設定し、Outlookの予定表を社内の関係

者に共有する方法について学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00023Q21 【即戦力！英語でミーティング　準備編】日程の変更 電話で予定していたの日程を変える際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、Outlookで複数の予定表を横か縦に並べたり、重ねた

りして、同時に表示させる方法について学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00023Q31 【即戦力！英語でミーティング　準備編】日程の確認 メールで会議の日程詳細などを先方に送る際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、Outlook Todayについて、その表示項目とOutlook起

動時に自動表示される設定方法について学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00023Q41 【即戦力！英語でミーティング　準備編】確認への返信 会議日程の確認メールに返信する際に役立つ英語フレーズを習得します。

英語でメールを受け取った際、どのように返信をしたらいいのか皆さん

も1度は悩んだ経験があるのではないでしょうか？このコースでは、会

議日程の確認メールに返信する際に役立つ英語フレーズについて学習し

ます。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00023Q51 【即戦力！英語でミーティング　準備編】会議室の予約と設営 会議室を探す際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議室を予約する際、空き状況の確認や必要な器具の準備など様々な項

目に目を向けて手配する必要があります。このコースでは、対面で会議

室の予約・設営をする際に役立つ英語フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00023Q61 【即戦力！英語でミーティング　準備編】来客を迎える 来客を迎える際に役立つ英語フレーズを習得します。

ゲストが自社へ初めてご来訪した際に、あいさつや簡単な自己紹介のほ

か、どんな話題を振ればいいのか悩む方も多いのではないでしょうか。

このコースでは、社外からいらっしゃったゲストとあいさつをするとき

に使える英語フレーズについて学習します。

ー ー



英語コース（マイクロラーニング） 00023Q71 【即戦力！英語でミーティング　準備編】出席者の紹介 会議の出席者をほかの方に紹介する際に役立つ英語フレーズを習得します。

取引先と会議をする際など、会議開始前に簡単に出席者の紹介をする機

会があると思います。このコースでは、会議の出席者をほかの方に紹介

する際に役立つ英語フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0024Q11
即戦力！英語でミーティング　進行役

編
00024Q11 【即戦力！英語でミーティング　進行役編】会議の開始 会議を開始する際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議を始める際、会議の出席者の確認や、導入をスムーズにする必要が

あります。このコースでは、会議を開始する際に役立つ英語フレーズに

ついて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00024Q21 【即戦力！英語でミーティング　進行役編】議題の提示 議題を提示し注目させる際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議を進める中で、ある特定の議題に注目してもらいたいとき、何と

言ったらいいのか迷われた方も多いのではないでしょうか。このコース

では、会議で扱う議題を提示し注目させる際に役立つ英語フレーズにつ

いて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00024Q31 【即戦力！英語でミーティング　進行役編】話を戻す 元の議題に話を戻す際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議中に話が議題からそれた際、「話を元に戻したいけれど、どのよう

に言えばいいのだろう」と悩まれた方も多いのではないでしょうか？こ

のコースでは、元の議題に話を戻す際に役立つ英語フレーズについて学

習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00024Q41 【即戦力！英語でミーティング　進行役編】次の議題に進む 次の議題に進む際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議中、次の議題に進んだり、現状確認をしたりする場面が多くあると

思います。このコースでは、次の議題に進む際に役立つ英語フレーズを

学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00024Q51 【即戦力！英語でミーティング　進行役編】会議を終える 会議を終える際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議を締めくくる際、議題のまとめをしたり、今後の方針の提示をした

り、質問を受け付けたりする必要があります。このコースでは、会議を

終える際に役立つ英語フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0025Q11
即戦力！英語でミーティング　スキル

編
00025Q11 【即戦力！英語でミーティング　スキル編】進捗の確認 進捗の確認をする際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議中、プロジェクトの進捗を確認する場面が多くあると思います。こ

のコースでは、進捗の確認をする際に役立つ英語フレーズについて学習

します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00025Q21 【即戦力！英語でミーティング　スキル編】フィードバックを求める フィードバックを求める際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議であがった議題について、フィードバックを求める場面も多くある

と思います。このコースでは、フィードバックを求める際に役立つ英語

フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00025Q31 【即戦力！英語でミーティング　スキル編】情報共有を求める 情報共有を求める際に役立つ英語フレーズを習得します。
会議中、情報共有を求める場面が多くあると思います。このコースで

は、情報共有を求める際に役立つ英語フレーズを学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00025Q41 【即戦力！英語でミーティング　スキル編】話をまとめる 話をまとめる際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議中、話をまとめて今後の方針を分かりやすく整理し、伝えることが

求められると思います。このコースでは、話をまとめる際に役立つ英語

フレーズを学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00025Q51 【即戦力！英語でミーティング　スキル編】現状把握と今後の方針 現状について把握し今後の方針を示す際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議中に、現状共有をしたうえで、今後の方針について話し合う場面は

頻繁に訪れます。このコースでは、現状について把握し今後の方針を示

す際に役立つ英語フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00025Q61 【即戦力！英語でミーティング　スキル編】意見を挟む 情報を提供するために意見を挟む際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議の途中で、自分の意見を述べたいときや、情報共有をしたい時、ど

のように切り出して意見を挟めばいいのか迷われた経験はありません

か？このコースでは、情報を提供するために意見を挟む際に役立つ英語

フレーズを学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00025Q71 【即戦力！英語でミーティング　スキル編】提案する 今後の方針や新たな議題を提案する際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議中に自分の意見を提案したい時、どのように伝えればいいのか悩ま

れたことはありませんか？このコースでは、今後の方針や新たな議題を

丁寧に提案する際に役立つ英語フレーズを学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00025Q81 【即戦力！英語でミーティング　スキル編】意見を述べる 自分の意見を述べる際に役立つ英語フレーズを習得します。

会議中に、意見の提示を求められることが多くあると思います。この

コースでは、自分の意見を述べる際に知っておくと役立つ英語フレーズ

を学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00025Q91 【即戦力！英語でミーティング　スキル編】交渉する 顧客と交渉をする際に役立つ英語フレーズを習得します。

取引先との商談中など、条件を提示し、契約に結び付ける必要がある場

面が多くあると思います。このコースでは、顧客と交渉をする際に役立

つ英語フレーズを学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0026Q11
即戦力！英語でプレゼンテーション　

本番編
00026Q11 【即戦力！英語でプレゼンテーション　本番編】開始前の説明 プレゼンテーションを開始する際に役立つ英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションを開始する際は、出席者の確認や資料の配布などを

する必要があります。このコースでは、プレゼンテーションを開始する

際に役立つ英語フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00026Q21 【即戦力！英語でプレゼンテーション　本番編】はじめのあいさつ プレゼンテーションではじめのあいさつをする際に役立つ英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションを開始する際の、はじめのあいさつをどのように行

えばよいのか、皆さんも悩んだ経験があるのではないでしょうか？この

コースでは、プレゼンテーションではじめのあいさつをする際に役立つ

英語フレーズについて学習します。

ー ー



英語コース（マイクロラーニング） 00026Q31 【即戦力！英語でプレゼンテーション　本番編】本日の流れ プレゼンテーションの流れについて説明する際に役立つ英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションや会議を進行する際、本日の流れを順序立てて伝え

る必要があります。このコースでは、本日の流れについて説明する際に

役立つ英語フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00026Q41 【即戦力！英語でプレゼンテーション　本番編】プレゼンを終える プレゼンテーションを終える際に役立つ英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションを終える際、どのように締めのあいさつをすればよ

いのか、皆さんも悩んだ経験があるのではないでしょうか？このコース

では、プレゼンテーションを終える際に役立つ英語フレーズについて学

習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00026Q51 【即戦力！英語でプレゼンテーション　本番編】質問に答える１ 質問に答える際に役立つ英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションの際、どのように質問に答えたらよいのか、困った

経験はありませんか？このコースでは、質問に答える際に役立つ英語フ

レーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00026Q61 【即戦力！英語でプレゼンテーション　本番編】質問に答える２ 質問に答える際に役立つ英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションの際、複雑な質問がくることもあります。そのよう

な時、「急いで質問に答えなければ」と焦った経験が皆さんもあるので

はないでしょうか？このコースでは、複雑な質問に答える際に役立つ英

語フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0027Q11
即戦力！英語でプレゼンテーション　

番外編
00027Q11 【即戦力！英語でプレゼンテーション　番外編】ジェスチャーについて 効果的なジェスチャーの使い方に関する英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションの際、ジェスチャーをつけることで聞き手の注意を

引くことができます。このコースでは、効果的なジェスチャーの使い方

に関する英語フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00027Q21 【即戦力！英語でプレゼンテーション　番外編】ツールの選び方 ツールの選び方に関する英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションに使用するツールには様々な種類があります。この

コースでは、ツールの選び方に関する英語フレーズについて学習しま

す。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0028Q11
即戦力！英語でプレゼンテーション　

話術編
00028Q11 【即戦力！英語でプレゼンテーション　話術編】強調して伝える 主要ポイントを強調して伝える際に役立つ英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションの際、主要ポイントを強調して伝えることで聞き手

に印象づけることができます。このコースでは、具体的な説明を行いな

がらキーポイントを強調するための英語フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00028Q21 【即戦力！英語でプレゼンテーション　話術編】グラフを見せる グラフを用いて情報共有する際に役立つ英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションの際、グラフを用いることで聞き手の注意を引くこ

とができます。このコースでは、グラフを用いて情報共有する際に役立

つ英語フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00028Q31 【即戦力！英語でプレゼンテーション　話術編】グラフの説明 グラフの説明をする際に役立つ英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションの際、グラフを用いて売上状況などを共有する場面

が多くあります。このコースでは、グラフの説明をする際に役立つ英語

フレーズを学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00028Q41 【即戦力！英語でプレゼンテーション　話術編】商品の説明 商品の特徴などを説明をする際に役立つ英語フレーズを習得します。

プレゼンテーションの際、自社の商品の魅力や特徴を説明する場面があ

ります。このコースでは、商品の特徴などを説明をする際に役立つ英語

フレーズについて学習します。

ー ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0029Q11
これで安心！海外出張で使える英語　

準備編
00029Q11 【これで安心！海外出張で使える英語　準備編】出張期間を聞く 出張の期間について尋ねる際に役立つ英語フレーズを習得します。

このコースでは、出張の期間について尋ねるための英語フレーズを学習

します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00029Q21 【これで安心！海外出張で使える英語　準備編】スケジュールの確認 出張のスケジュール確認をする際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、出張のスケジュールについて確認する際に役立つ英語

フレーズを学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00029Q31 【これで安心！海外出張で使える英語　準備編】業務の申し送り 出張前に業務の申し送りをする際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、出張前に業務の申し送りをするときに使える英語フ

レーズを学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00029Q41 【これで安心！海外出張で使える英語　準備編】出張手当の確認 出張手当について確認する際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、出張手当について確認する際に役立つ英語フレーズに

ついて学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0030Q11
これで安心！海外出張で使える英語　

空港編
00030Q11 【これで安心！海外出張で使える英語　空港編】空港のチェックイン 空港でチェックインする際に役立つ英語フレーズを習得します。

このコースでは、空港でチェックインする際に使える便利な英語フレー

ズについて学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00030Q21 【これで安心！海外出張で使える英語　空港編】セキュリティチェック１
手荷物検査を通すために役立つ英語フレーズを習得します。

このコースでは、手荷物検査を通すために役立つ英語フレーズについて

学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00030Q31 【これで安心！海外出張で使える英語　空港編】セキュリティチェック２ 手荷物検査で引っかかった際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、手荷物検査で引っかかった際に役立つ英語フレーズに

ついて学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00030Q41 【これで安心！海外出張で使える英語　空港編】入国審査 入国審査を通過する際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、入国審査を通過する際に役立つ英語フレーズについて

学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0031Q11
これで安心！海外出張で使える英語　

ホテル編
00031Q11 【これで安心！海外出張で使える英語　ホテル編】ホテルのチェックイン ホテルでチェックインする際に役立つ英語フレーズを習得します。

このコースでは、ホテルでチェックインする際に役立つ英語フレーズに

ついて学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00031Q21 【これで安心！海外出張で使える英語　ホテル編】ホテルサービスの利用 ホテルサービスの利用に関する英語フレーズを習得します。
このコースでは、ホテルサービスを利用するにあたって、すぐ使える便

利な英語フレーズについて学習します。
ー ー



英語コース（マイクロラーニング） 00031Q31 【これで安心！海外出張で使える英語　ホテル編】場所を尋ねる 特定の場所を尋ねる際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、銀行や交通機関など特定の場所への行き方を尋ねる際

に役立つ英語フレーズを学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0032Q11
これで安心！海外出張で使える英語　

クライアント訪問編
00032Q11 【これで安心！海外出張で使える英語　クライアント訪問編】到着の連絡 取引先へ、出張先に到着した旨を連絡する際に役立つ英語フレーズを習得します。

このコースでは、電話で取引先へ出張先に到着した旨を連絡し、様子を

うかがうための英語フレーズについて学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00032Q21 【これで安心！海外出張で使える英語　クライアント訪問編】取引先を訪問 訪問先の受付でやり取りする際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、訪問先の受付であいさつや自己紹介などのやり取りす

る際に役立つ英語フレーズについて学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00032Q31 【これで安心！海外出張で使える英語　クライアント訪問編】雑談 訪問先で雑談をする際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、訪問先で関係者と雑談する際に役立つ英語フレーズに

ついて学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00032Q41 【これで安心！海外出張で使える英語　クライアント訪問編】顧客とあいさつ 顧客とあいさつをする際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、会議や商談の前に顧客とあいさつをする際に役立つ英

語フレーズについて学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） 00032Q51 【これで安心！海外出張で使える英語　クライアント訪問編】アイスブレイク 本題に入る前のアイスブレイクの際に役立つ英語フレーズを習得します。
このコースでは、本題に入る前のアイスブレイクの際に役立つ英語フ

レーズについて学習します。
ー ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0053Q11
ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英

語イディオム　Series1
00053Q11 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series1】In the nick of time「In the nick of time」の使い方や関連表現を習得します。

このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「In the nick of time」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00053Q21 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series1】Set the record straight「Set the record straight」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Set the record straight」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00053Q31 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series1】Touch base 「Touch base」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Touch base」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00053Q41 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series1】Drop the ball 「Drop the ball」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Drop the ball」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00053Q51 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series1】In hot water 「In hot water」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「In hot water」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00053Q61 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series1】On the table 「On the table」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「On the table」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0054Q11
ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英

語イディオム　Series2
00054Q11 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series2】Up in the air 「Up in the air」の使い方や関連表現を習得します。

このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Up in the air」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00054Q21 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series2】Weigh in 「Weigh in」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Weigh in」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00054Q31 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series2】Step (it) up a gear「Step (it) up a gear」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Step (it) up a gear」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00054Q41 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series2】At a good clip 「At a good clip」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「At a good clip」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00054Q51 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series2】Crunch the numbers「Crunch the numbers」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Crunch the numbers」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00054Q61 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series2】In the driver’s seat「In the driver’s seat」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「In the driver’s seat」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0055Q11
ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英

語イディオム　Series3
00055Q11 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series3】Jump the track 「Jump the track」の使い方や関連表現を習得します。

このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Jump the track」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00055Q21 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series3】Raise the bar 「Raise the bar」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Raise the bar」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00055Q31 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series3】In a nutshell 「In a nutshell」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「In a nutshell」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00055Q41 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series3】Have a lot on one’s plate「Have a lot on one’s plate」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Have a lot on one’s plate」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00055Q51 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series3】At the eleventh hour「At the eleventh hour」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「At the eleventh hour」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00055Q61 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series3】Go through the roof「Go through the roof」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Go through the roof」の使い方を学習します。
あり ー



英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0056Q11
ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英

語イディオム　Series4
00056Q11 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series4】Keep someone in the loop「Keep someone in the loop」の使い方や関連表現を習得します。

このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Keep someone in the loop」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00056Q21 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series4】Cut to the chase 「Cut to the chase」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Cut to the chase」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00056Q31 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series4】The elephant in the room「The elephant in the room」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「The elephant in the room」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00056Q41 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series4】On the back burner「On the back burner」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「On the back burner」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00056Q51 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series4】On the same page 「On the same page 」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「On the same page」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00056Q61 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series4】Get the ball rolling「Get the ball rolling」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Get the ball rolling」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0057Q11
ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英

語イディオム　Series5
00057Q11 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series5】Steer away from 「Steer away from」の使い方や関連表現を習得します。

このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して「Steer 

away from」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00057Q21 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series5】Fish or cut bait 「Fish or cut bait」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して「Fish 

or cut bait」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00057Q31 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series5】Flipーflopping 「Flipーflopping」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して「Flipー

flopping」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00057Q41 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series5】Up for grabs 「Up for grabs」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して「Up 

for grabs」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00057Q51 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series5】To table(something)「To table(something)」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して「To 

table(something)」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00057Q61 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series5】To make room for 「To make room for」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して「To 

make room for」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0058Q11
ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英

語イディオム　Series6
00058Q11 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series6】Back to square one「Back to square one」の使い方や関連表現を習得します。

このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して「Back 

to square one」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00058Q21 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series6】Down the drain 「Down the drain」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Down the drain」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00058Q31 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series6】On the roll 「On the roll」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して「On 

the roll」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00058Q41 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series6】Take the bull by the horns「Take the bull by the horns」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して「Take 

the bull by the horns」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00058Q51 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series6】Behind the scenes 「Behind the scenesg」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Behind the scenes」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00058Q61 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series6】Keep an ear to the ground「Keep an ear to the ground」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して「Keep 

an ear to the ground」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0059Q11
ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英

語イディオム　Series7
00059Q11 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series7】Ahead of the pack 「Ahead of the pack」の使い方や関連表現を習得します。

このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Ahead of the pack」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00059Q21 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series7】By the book 「By the book」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「By the book」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00059Q31 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series7】ballpark 「ballpark」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「ballpark」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00059Q41 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series7】Hushーhush 「Hushーhush」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Hushーhush」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00059Q51 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series7】Diamond in the rough「Diamond in the rough」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Diamond in the rough」の使い方を学習します。
あり ー

英語コース（マイクロラーニング） 00059Q61 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series7】Come up short 「Come up short」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Come up short」の使い方を学習します。
あり ー



英語コース（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0060Q11
ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英

語イディオム　Series8
00060Q11 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series8】Change of pace 「Change of pace」の使い方や関連表現を習得します。

このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Change of pace」の使い方を学習します。

あり

ー

英語コース（マイクロラーニング） 00060Q21 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series8】Pat on the back 「Pat on the back」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Pat on the back」の使い方を学習します。

あり

ー

英語コース（マイクロラーニング） 00060Q31 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series8】See eye to eye 「See eye to eye」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「See eye to eye」の使い方を学習します。

あり

ー

英語コース（マイクロラーニング） 00060Q41 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series8】Back to the drawing board「Back to the drawing board」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Back to the drawing board」の使い方を学習します。

あり

ー

英語コース（マイクロラーニング） 00060Q51 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series8】Rule of thumb 「Rule of thumb」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Back to the drawing board」の使い方を学習します。

あり

ー

英語コース（マイクロラーニング） 00060Q61 【ネイティブ厳選！ ビジネスで使える英語イディオム　Series8】Off the mark 「Off the mark」の使い方や関連表現を習得します。
このコースでは、印象に残りやすいイラストや簡単な例文などを通して

「Off the mark」の使い方を学習します。

あり

ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0033Q11
社会人なら知っておきたい！給与明細

の見方と確定申告
00033Q11 【社会人なら知っておきたい！給与明細の見方と確定申告】01 給与明細(1)

・給与明細にどのような情報が記載されているかを知り、給与明細の基本的な見方を把握

する。

・給与明細の勤怠欄、支給欄の各項目について知る。

実は将来設計のヒントがたくさん隠されている給与明細。ぜひ見方をマ

スターしましょう！
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00033Q21 【社会人なら知っておきたい！給与明細の見方と確定申告】02 給与明細(2)

・給与明細にどのような情報が記載されているかを知り、給与明細の基本的な見方を把握

する。

・給与明細の控除欄の各項目について知る。

・控除の仕組みについて概要を把握する。

手取額が少なくなるものの、いざというときや将来のための備えとも言

えるのが「控除」です。その仕組みを理解しましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00033Q31 【社会人なら知っておきたい！給与明細の見方と確定申告】03 算定基礎届
・算定基礎届、標準報酬月額とは何か、それらが控除される保険料にどうかかわるかを知

る。

健康保険や厚生年金保険の計算に深くかかわる「算定基礎届」について

知っておきましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00033Q41 【社会人なら知っておきたい！給与明細の見方と確定申告】04 年末調整 ・年末調整のシステムや目的、必要な書類について概要を知る。

毎年11月～12月にやってくる「年末調整」。勤務先にきちんと書類を提

出すると税金が戻ってくる可能性もあるため、どんなものか知っておき

ましょう。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00033Q51 【社会人なら知っておきたい！給与明細の見方と確定申告】05 源泉徴収票
・源泉徴収票とは何かを知る。

・源泉徴収票の基本的な見方を把握する。

「源泉徴収票」は、いくら給与を受け取ったか・所得税を納めたかが分

かる重要な書類です。源泉徴収票をきっかけに次の年のマネープランを

考えてみましょう。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00033Q61 【社会人なら知っておきたい！給与明細の見方と確定申告】06 住民税課税決定通知書
・住民税のしくみと、住民税課税決定通知書の役割について知る。

・住民税課税決定通知書の基本的な見方を把握する。

「住民税」は後払いの税金で、一定以上の所得がある人は必ず納めなけ

ればなりません。「住民税課税決定通知書」でしっかり把握しておきま

しょう。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00033Q71 【社会人なら知っておきたい！給与明細の見方と確定申告】07 確定申告

・確定申告とは何か、どのような場合に必要なのかを知る。

・特に医療費を多く払った場合、ふるさと納税をした場合、住宅ローンを組んだ場合につ

いて、概要を把握する。

会社員は自分でほとんど税金の計算や手続をしないため、「確定申告」

のことをあまり意識しないかもしれません。いざ申告をするというとき

に困らないよう、概要を押さえておきましょう。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00033Q81 【社会人なら知っておきたい！給与明細の見方と確定申告】08 ふるさと納税
・ふるさと納税とは何か、寄附する自治体の選び方や金額の考え方を知る。

・ワンストップ特例制度について知る。

「ふるさと納税」は、自治体に寄附をして税制上の優遇が受けられる制

度で、お礼の品も人気です。これから始めてみたいという人は、概要を

知っておきましょう。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0034Q11
社会人なら知っておきたい！保険のこ

と(1)
00034Q11 【社会人なら知っておきたい！保険のこと(1)】01 公的保険と民間保険

・保険にはどのような種類や役割があるのかを知る。

・公的保険について、民間保険との違いや関係性、ライフサイクルとのかかわりを知る。

国や自治体などが管理・運営する「公的保険」と、民間の保険会社や団

体が運営する「民間保険」の違いや役割、種類について学びましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00034Q21 【社会人なら知っておきたい！保険のこと(1)】02 公的医療保険制度(1)
・健康保険からどのような給付を受けることができるのかを知る。

・高額医療費制度について、概要を知る。

一番身近な社会保険で、いざというとき心強い「医療保険制度（健康保

険）」について、給付の種類や制度のポイントを学びましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00034Q31 【社会人なら知っておきたい！保険のこと(1)】03 公的医療保険制度(2)

・健康保険における保険診療と自由診療の違いを知る。

・健康保険料がどのように決まるか知る。

・傷病手当金や退職後の健康保険について、概要を知る。

「医療保険制度（健康保険）」における保険診療と自由診療の違いや保

険料、傷病手当金などについて学びましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00034Q41 【社会人なら知っておきたい！保険のこと(1)】04 公的年金制度(1)
・公的年金制度の全体像と主な給付について知る。

・公的年金の中でも老齢年金について、概要を知る。

「公的年金」には老後資金だけでなく、遺族年金や障害年金という役割

もあります。まず年金制度の全体像や、「老齢年金」について学びま

しょう。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00034Q51 【社会人なら知っておきたい！保険のこと(1)】05 公的年金制度(2) ・公的年金の中でも遺族年金と障害年金について、概要を知る。

「公的年金制度」には、いざという時に生活の支えになる「遺族年金」

と「障害年金」があります。備えとしてこの２つについて知っておきま

しょう。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00034Q61 【社会人なら知っておきたい！保険のこと(1)】06 労働保険制度
・労災保険と雇用保険について、概要を知る。

・労災保険と雇用保険について、どのような給付が受けられるのかを知る。

雇用されて働く人のための「労働保険制度」には、「労災保険」と「雇

用保険」があります。さまざまな場面で心強い給付があるので、しっか

り学びましょう。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00034Q71 【社会人なら知っておきたい！保険のこと(1)】07 介護保険制度
・介護保険制度について、概要を知る。

・介護保険制度について、どのような給付が受けられるのかを知る。

人生100年時代と言えども、ずっと元気でいられるとは限りません。介

護が必要な時に心強い「介護保険」はどのような制度なのか学びましょ

う。

あり ー



マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0035Q12
社会人なら知っておきたい！保険のこ

と(2)
00035Q11 【社会人なら知っておきたい！保険のこと(2)】01 民間保険：損害保険(1)

・民間保険の種類や、貯蓄との違いについて知る。

・損害保険の概要を知る。

「民間保険」の種類や基本的な考え方について解説します。日常生活の

中で役立つさまざまな「損害保険」についても学びます。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00035Q21 【社会人なら知っておきたい！保険のこと(2)】02 民間保険：損害保険(2)
・生命保険の中でも火災保険と自動車保険について、概要と選び方、保険料を安くする方

法を知る。

代表的な「損害保険」である「火災保険」と「自動車保険」について、

基本的な考え方や保険の目的、保険料を安くする方法などを学びましょ

う。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00035Q31 【社会人なら知っておきたい！保険のこと(2)】03 民間保険：生命保険(1)

・さまざまなライフイベントにおいてどのようなリスクがあり、それぞれどのような社会

保険・民間保険で備えることができるかを理解する。

・医療保険、三大疾病保険、がん保険をはじめとする生命保険について、概要やポイント

を知る。

ライフステージやライフプランに合わせた「生命保険」の選び方につい

て学びましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00035Q41 【社会人なら知っておきたい！保険のこと(2)】04 民間保険：生命保険(2) ・生命保険の中でも死亡保険について、概要と選び方、保険料を安くする方法を知る。
「死亡保険」について、保険金額の考え方や商品の選び方について解説

します。保険料を安くする方法も学びましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0036Q11
社会人なら知っておきたい！金融機関

との付き合い方
00036Q11 【社会人なら知っておきたい！金融機関との付き合い方】01 銀行

・金融機関の種類や役割について知る。

・銀行について、役割や種類、サービス・商品、仕組みを知る。

自分で稼いだ大切なお金を管理するためには、金融機関について知るこ

とが大切です。まずは、最も身近な金融機関である「銀行」について紹

介します。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00036Q21 【社会人なら知っておきたい！金融機関との付き合い方】02 証券会社 ・証券会社について、役割やサービス・商品、仕組みを知る。

「証券会社」は、資産運用を主に扱う金融機関です。株式、債券、投資

信託など品ぞろえが豊富で、投資に関する情報も入手することができる

ため、マネープランのために知っておきましょう。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00036Q31 【社会人なら知っておきたい！金融機関との付き合い方】03 保険会社 ・保険会社について、役割や種類、サービス・商品、仕組みを知る。
私たちが安心して生活するために欠かせない存在といえる「保険会社」

について、概要を知っておきましょう
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00036Q41 【社会人なら知っておきたい！金融機関との付き合い方】04 クレジットカード会社
・クレジットカード会社について、役割サービス・商品、仕組みを知る。

・クレジットカードの不正利用を防止するための対策を知る。

キャッシュレス時代に欠かせないクレジットカード。多くの人がすでに

利用しているかと思いますが、クレジットカード会社について今一度確

認しておきましょう。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00036Q51 【社会人なら知っておきたい！金融機関との付き合い方】05 電子マネー発行会社 ・電子マネー発行会社について、役割や種類、サービス・商品、仕組みを知る。
電子マネーが新しいツールとして浸透しつつあるので、発行会社につい

ても知っておきましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0037Q11

人生100年時代のライフプランと家計

管理
00037Q11 【人生100年時代のライフプランと家計管理】01 ライフプランを考えよう

・ライフプランとは何か、なぜライフプランが重要なのか理解する。

・ライフイベントやファイナンシャルプランがどのようなものか知る。

平均寿命が延びて「人生100年」と言われる時代になりました。

長い人生を支えるライフプランについて考えてみましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング）

00037Q21 【人生100年時代のライフプランと家計管理】02 ライフイベントとイベント予算
・ライフプランを具体化する基本的な方法を把握する。

・人生の三大資金について、概要と贈与時の非課税制度について知る。

さまざまなライフイベントを思い描き、ライフプランを具体化する方法を学び

ましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング）
00037Q31 【人生100年時代のライフプランと家計管理】03 収入と支出

・どのように現在の収入と支出を把握し、どのような考え方で将来の収入と支出を予測すればよい

か知る。

現在の収入や支出を把握し、それから将来の収入や支出を想定する方法を学び

ましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング）
00037Q41 【人生100年時代のライフプランと家計管理】04 収支と家計管理 ・現在の家計を見直して改善する方法について知る。 ライフプランを実現しやすい家計づくりの方法を学びましょう。 あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0038Q11

家を買う！住宅ローン入門 00038Q11 【家を買う！住宅ローン入門】01 住宅購入の基本
・住宅を購入するための計画について、基本的な知識を把握する。

・住宅ローンをはじめ、住宅購入のための資金には何が必要かを知る。

人生の三大資金のひとつである住宅資金。 

住宅購入で失敗しないために、資金計画や住宅購入の基本を学びましょ

う。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング）

00038Q21 【家を買う！住宅ローン入門】02 賃貸にする？持ち家にする？
・賃貸住宅に住むか、家を買うかを決める際に考慮すべきポイントを把握し、それぞれのメリット

とデメリットを知る。

家を買う前に、賃貸物件に住み続けるか、やっぱり家を買うか、悩む人が多い

ようです。

そのチェックポイントを学びましょう。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング）

00038Q31 【家を買う！住宅ローン入門】03 住宅ローンのしくみ
・住宅ローンの特徴や基本的なしくみを理解する。

・返済方法による違いや、もしもの時の保障について知る。

住宅ローンの基本的なしくみや、返済方法による違いなどについて学びましょ

う。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング）

00038Q41 【家を買う！住宅ローン入門】04 金利のタイプとしくみ
・主な金利タイプについて、それぞれの特徴を把握する。

・【フラット35】の特徴について知る。
住宅ローンを選ぶ時に大切な金利について、タイプやしくみを学びましょう。 あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング）

00038Q51 【家を買う！住宅ローン入門】05 住宅購入と税金
・住宅購入の際にそのような税金がかかるか把握する。

・住宅ローン控除とすまい給付金について知る。
住宅を購入する際にかかるさまざま税金や、還付制度について学びましょう。 あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング）

00038Q61 【家を買う！住宅ローン入門】06 ローンの返済
・繰上返済の種類や活用方法、注意点を把握する。

・返済が難しくなった際の対応方法を知る。

住宅ローンの返済中に資金の余裕ができたとき、反対に返済が苦しくなったと

き、どうすればよいのかを学びましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング）

00038Q71 【家を買う！住宅ローン入門】07 その他のローン

・ローンの基本的な考え方を把握する。

・住宅ローンに関連して、それ以外のローン（教育ローン、自動車ローン、カードローン）につい

て、概要や注意点を把握する。

ローンの基本的な考え方や、教育ローン、自動車ローン、カードローンについ

て学びましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0039Q11 人生100年時代の資産運用入門 00039Q11 【人生100年時代の資産運用入門】01 貯蓄と投資
・貯蓄と投資の違いを把握する。

・投資におけるリスクの考え方を知る。
貯蓄と投資の違いや、その活用法について学びましょう。 あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00039Q21 【人生100年時代の資産運用入門】02 円預金
・円建ての預貯金商品の種類や特徴について知る。

・単利と複利の違い、金利動向による預貯金商品の選び方を知る。
円建ての預貯金について、種類や選び方を学びましょう。 あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00039Q31 【人生100年時代の資産運用入門】03 外貨預金 ・外貨預金について、運用のしくみや為替手数料・為替レートの影響について知る。 外貨建ての預金について、特徴や注意点などを学びましょう。 あり ー



マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00039Q41 【人生100年時代の資産運用入門】04 株式と債券
・株式投資と債券投資の特徴を知る。

・株式投資と債券投資のリスクの違いを知る。
株式投資と債券投資の特徴や違いについて学びましょう。 あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00039Q51 【人生100年時代の資産運用入門】05 投資信託
・投資信託のしくみや特徴を知る。

・投資方法の考え方や種類、それぞれの特徴を知る。
投資信託のしくみや魅力、投資方法について学びましょう。 あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00039Q61 【人生100年時代の資産運用入門】06 確定拠出年金
・確定拠出年金のしくみや特徴を知る。

・iDecoについての注意点や、ファンドの選び方について知る。
確定拠出年金のしくみや特徴、ファンドの選び方について学びましょう。 あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00039Q71 【人生100年時代の資産運用入門】07 NISA
・NISAのしくみや特徴を知る。

・一般NISAとつみたてNISAの違いや選び方について知る。
NISAのしくみや特徴について学びましょう。 あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） マイクロラーニング J0040Q11
働く女性と家族のための妊娠・出産・

育児で役立つお金の知識
00040Q11

【働く女性と家族のための妊娠・出産・育児で役立つお金の知識】01 妊娠中にかか

るお金ともらえるお金

・妊娠がわかった際の対応と、妊婦健診、妊娠中の健康保険の利用について知る。

・妊娠中の働き方について、勤務先へ必要な措置を求める方法を把握する。

妊娠がわかったあと、妊婦にはどのような出費や助成があるのかについて学び

ましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00040Q21
【働く女性と家族のための妊娠・出産・育児で役立つお金の知識】02 出産にかかる

お金ともらえるお金
・出産時にかかる費用と、利用できる給付制度について知る。

出産にはどのような費用がかかるのか、またどのような給付があるのかを学び

ましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00040Q31
【働く女性と家族のための妊娠・出産・育児で役立つお金の知識】03 産前・産後に

もらえるお金（出産手当金）
・産前・産後休業制度と出産手当金について知る。

会社員が産前・産後の働けない期間にもらえるお金「出産手当金」について学

びましょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00040Q41
【働く女性と家族のための妊娠・出産・育児で役立つお金の知識】04 育児休業中に

もらえるお金（育児休業給付）
・育児休業制度と育児休業給付金について知る。

仕事と育児の両立のために、育児休業制度と育児休業給付金について学びま

しょう。
あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00040Q51
【働く女性と家族のための妊娠・出産・育児で役立つお金の知識】05 乳幼児期にか

かるお金ともらえるお金

・子どもの乳幼児期にどのような出費があるのか知る。

・児童手当、子ども・子育て支援新制度、幼児教育・保育の無償化について制度の概要を知る。

子どもが幼い時期は、お金の貯めどきだといわれます。

どのような出費があるか、またはどのような手当・制度があるかを学びましょ

う。

あり ー

マネーリテラシーシリーズ（マイクロラーニング） 00040Q61
【働く女性と家族のための妊娠・出産・育児で役立つお金の知識】06 小学校以降の

教育費

・子どもの小学校入学後にかかる教育費と、資金の準備方法について知る。

・高等学校等就学支援金について知る。
小学校以降の教育費、高等学校等就学支援金制度などについて学びましょう。 あり ー


