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ビジネス基本（マナー、コンプライアンスなど）

チームワーク・コミュニケーション

財務・経営戦略・マーケティング

リーダーシップビジネス全般

会社の数字との付き合い方
財務諸表の読み方（入門編）
財務諸表の読み方（初級編）
システム業界の財務
経営改善のための分析方法
はじめてのマーケティング
「高い」を「安いね！」に変える数字を使った表現力
企業信用調査
会社の仕組みの基礎基本（会計編）
後悔しない決断力を養成する（入門編）
後悔しない決断力を養成する（診断編）
後悔しない決断力を養成する（解説編）
名刺力セミナー「自分の価値を伝える」
幸之助の決断力－前・後編
製造業の基本
製造業の原価計算
予算管理の基本
競合ゼロのビジネスモデルを生み出すためのイノベーション手法
早わかりＳＷＯＴ分析

新人が配属前に知っておきたいビジネス文書の基本
言葉の礼儀作法－敬語を使いこなすために－基本
言葉の礼儀作法－何気なく使っている日常の言葉
言葉の礼儀作法－敬語を使いこなすために－応用
言葉の礼儀作法－気になる敬語の誤用
言葉の礼儀作法－言葉のトレーニング
正しいマナーを身につけよう
コンプライアンスの基礎1 コンプライアンスとは何か
コンプライアンスの基礎2 企業の取組
コンプライアンスの基礎3 私たちの責任
コンプライアンスの基礎4 実践！こんなときどうする
OJT受講者心得講座
取引先・上司の信頼を獲得する報連相のコツ
戦国武将に学ぶ仕事の心得－社員編
ストレスマネジメント－基本編
仕事の効率をアップするダンドリ術
学校は教えてくれない給与明細の見方
学校は教えてくれない確定申告・年末調整
職場で活かす優しい心理学－TA
睡眠学Ⅰ ～睡眠のメカニズムを理解する
睡眠学Ⅱ ～睡眠障害の弊害と改善方法を学ぶ
睡眠学Ⅲ ～快適な睡眠のとり方を学ぶ

仕事を効果的に進める「タイムマネジメント」－管理職編
戦国武将に学ぶ持ち味
戦国武将に学ぶ仕事の進め方－管理職編
チームで成果を挙げるためのPDCA仕事術－管理職向け
ストレスマネジメント（管理職編）
管理職になったら心得ておきたいリーダーシップ
管理職が身につけるべき人事面談と評価の方法
真田幸村に学ぶ管理職の仕事術
早わかり 松下幸之助の経営哲学を学ぶ
早わかり ドラッカーのマネジメントを学ぶ
「人がついてくる」リーダーになるために何が必要か
部下の数字をあげるための営業マネジメント
女性の部下との付き合い方に悩む管理職の方へ
リーダーシップと目標設定
初めてのOJT指導者に必要な心構えと準備
リーダーシップと目標設定
営業マンをやる気にさせる管理職のポイント(1) 部下を持つことの意味を理解する
営業マンをやる気にさせる管理職のポイント(2) 先を読み、部下を励ます
イマドキの若者の傾向と指導方法(1)
イマドキの若者の傾向と指導方法(2)
幸之助の決断力 前・後編
リーダーはエスキモーに冷蔵庫を売れ～ほめて伝える価値発見型リーダーシップ入門

配属前に知っておきたい報連相
行動の起こし方
コミュニケーション講座Ⅰ
チームとしての効果的な仕事術
キャリアコンサルタントが語る傾聴の基本１
キャリアコンサルタントが語る傾聴の基本２
印象力トレーニング
システム技術者としての基礎的な振舞
職場の人間関係をうまくやる方法
ハートグラムを活用したお客様「タイプ別アプローチ」

ワークライフバランス
仕事を効果的に進める「タイムマネジメント」（若手向け）
全体像を整理する合理的思考(1) ＭＥＣＥ
全体像を整理する合理的思考(2) ロジックツリー
全体像を整理する合理的思考(3) フレームワーク
ポジティブ思考入門
ポジティブ思考－実践編
問題解決に役立つ思考方法（入門編）
TOEICスコアアップを目指すスラッシュリーディング
頭のモヤモヤを整理！マインドマップ入門
誰も教えてくれなかった資料作成のコツ
これだけは！知っておきたい知的財産
発想力の高め方
ポジティブ・ストレスコントロール
デジタル終活～あなたはパソコン・スマホを残して死ねますか
30分でわかるフィジカルセキュリティの真実－初級編

コース一覧

～ラフターヨガ～ ただ笑うだけの画期的なエクササイズ
相手の信頼を獲得する自立型問題解決思考
仕事のルール１（仕事の土台を固める）
仕事のルール２（職場の良好な人間関係の築き方）
仕事のルール３（職場での立居振舞）
仕事のルール４（運を開く習慣と行動）
仕事のルール５（効果的な仕事の進め方）
仕事のルール６（効果的な会話術）
仕事のルール７（落ち込みからの立ち直り）
仕事のルール８（成果をあげる仕事術）
誰も教えてくれなかった－内定者が準備しておくこと
判断力を養う ～デキる社員になるための仕事術
モチベーションをあげるための問題解決 ～デキる社員になるための…
上司に言われたことをそのままやってはダメ！ ～ －デキる社員に…
インターンシップ・面接での対応
舞と学の契約入門
IT法務 きそのきそ
新入社員 仕事の心得
新入社員 幸之助に学ぶ仕事の心得
将棋の格言に学ぶ 前・後編

2018.09.30現在

テストが設定してあるコース 青字は公開予定コース

セルフマネジメントとチーム力強化
上司のYes!を引き出すビジネスコミュニケーション
対人影響力向上～「エマジェネティックス」で苦手な相手に動いてもらう
対人影響力向上～本当に使える「影響力の武器」
プロトレーナーが教える「人に嫌われない」コミュニケーション術
初めての方とのコミュニケーション 対談
メンターの指導力アップ～若手社員の自律のために －前・後編
話し方・スピーチ力の極意～相手の心に残る伝え方とは
人の心を掴み取るワクワクコミュニケーション術

職場でできる！ランニングに効く筋トレ＆ストレッチ
職場のストレス解消法 ～ストレス解消対応、自律訓練法をやってみよう
チャック式 肩こり解消術
チャック式 腰痛解消術
アートとイノベーション 対談
レジリエンス入門 ～逆境に強いパーソナリティ
レジリエンスリーダー ～組織を活性化する
自分の力を発揮する 心のしくみ講座 基礎編～パート1
自分の力を発揮する 心のしくみを知る講座（対他人編）
飯塚流ウェイトコントロールメソッド
社会人1年目のメンタルヘルス
オフィス・マインドフルネス 理論編・実践編
１日１分英語スピーキングレッスン
ラーナビリティ～みずからよりよく学び、成長し続ける力
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マイラと学ぶEXCEL 2013入門
マイラと学ぶPowerPoint 2013入門
マイラと学ぶWord 2013入門
まるわかり情報システムの基礎～ソフトウエア概説～
まるわかり情報システムの基礎～ハードウエア概説～
まるわかり情報システムの基礎～コンピュータ概説～
ビッグデータ超入門
まるわかりデータベースの基礎～SQLの書き方
まるわかりデータベースのポイント～データベースとは
PHPの初歩
まるわかりプログラミングの基礎～アルゴリズムとフローチャート
まるわかりプログラミングの基礎～基本的な処理技術
まるわかりセキュリティの基礎～セキュリティスタートアップ
PCの中を探検してみよう
はじめてのMac Hints&Tips
はじめてのMac－基本操作編
はじめてのMac－システム設定値
IoT通信プロトコルMQTT（休止中）
早わかりBPM概説
情報セキュリティ－アクセス制御方式－DAC,MAC,RBAC
まるわかりネットワークの基本(1) ネットワークの基本
まるわかりネットワークの基本(2) LAN
まるわかりネットワークの基本(3) WAN
まるわかりネットワークの基本(4) 機器構成
まるわかりネットワークの基本(5) インターネットのプロトコル
ITパスポート講座 コンピュータシステム編－コンピュータ構成要素
ITパスポート講座 コンピュータシステム編－システム構成要素
ITパスポート講座 コンピュータシステム編－ソフトウェア
ITパスポート講座 コンピュータシステム編－ハードウェア
ITパスポート講座 基礎理論編－ITの基礎理論(1)
ITパスポート講座 基礎理論編－ITの基礎理論(2)

IT基礎 システム開発・プロジェクト管理

提案力・交渉力

IT最新

ITパスポート講座 基礎理論編－アルゴリズムとプログラミング
ITパスポート講座 技術要素編－ヒューマンインターフェース
ITパスポート講座 技術要素編－マルチメディア
ITパスポート講座 技術要素編－データベース
ITパスポート講座 技術要素編－ネットワーク
ITパスポート講座 技術要素編－セキュリティ
基本情報技術者試験 午後問題解説講座 平成29年度 春期 問1
基本情報技術者試験 午後問題解説講座 平成29年度 春期 問2
基本情報技術者試験 午後問題解説講座 平成29年度 春期 問3
基本情報技術者試験 午後問題解説講座 平成29年度 春期 問4
基本情報技術者試験 午後問題解説講座 平成29年度 春期 問5
基本情報技術者試験 午後問題解説講座 平成29年度 春期 問6
基本情報技術者試験 午後問題解説講座 平成29年度 春期 問7
基本情報技術者試験 午後問題解説講座 平成29年度 春期 問8
基本情報技術者試験 午後問題解説講座 平成28年度 秋期 問1
弁護士・会計士が教える合格（うか）る勉強法－ITパスポート編
初めてのCOBOL言語 ～COBOL言語の基礎知識

コグニティブコンピューティング（IBM Watson）入門－前編
Identityベースのセキュリティ
時代に合った情報セキュリティ対策を考えるための原則
iOSプログラミング サンプル･アプリケーション学習
iOSプログラミング 単機能ベーシック
iOSプログラミング 単機能－中級編(1)
iOSプログラミング 単機能－中級編(2)
セキュリティシリーズ～あなたも加害者？人事ではないセキュリティ対策

～自分でできるセキュリティ自己防衛方法
～セキュリティを守る技術基礎編

SPSSデータベースの利用技術
コグニティブコンピューティング（IBM Watson）実践編
ランサムウェアの概要とその対策
シス担解決シリーズ DB運用のツボ
デジタルビジネスを提言できる人財になる
IBM Think2018から読み解くITトレンド 概要
IT業界で女性が輝くために 先輩からのアドバイス
RPA導入から全社展開(1) 全体像俯瞰
RPA導入から全社展開(2) 業務選定と製品選定
RPA導入から全社展開(3) 実装と業務実行・次展開
RPA導入から全社展開(4) PJ立上と計画書作成

Global Project Team Management Series（dialogue）
原語（English）で紐解くプロジェクトマネジメントのエッセンス
お客様目線のシステム開発
現場に役立つ仕事の進め方１ ～リスクマネジメント編
仕事の作業量と予算の見積り
アジャイルチーム基礎行動編Ⅰ
アジャイルチーム基礎行動編Ⅱ
システム調達の必須スキル！RFP概説
情シス部門必見！ 業務プロセスの聴き方
赤字プロジェクトを撲滅する
今どきのアジャイル開発：基礎
今どきのアジャイル開発：スクラム“まわり”前編
今どきのアジャイル開発：スクラム“まわり”後編
今どきのアジャイル開発：エクストリーム・プログラム“まわり”編
今どきのアジャイル開発：ＸＰプラクティス祭り編
逆引きアジャイル辞典(1) 組織編
逆引きアジャイル辞典(2) 要求を扱う
HTML5のTIPS
PM思考で狙うチームのシナジー効果 概要
PM思考で狙うチームのシナジー効果 チームビルディング編
PM思考で狙うチームのシナジー効果 事例で考える編

セールス提案力強化 入門コース－前編
セールス提案力強化 入門コース－後編
思わず聞きたくなるプレゼン
プレゼンの構成（基本のき）
ITソリューション 営業のエッセンス
ITソリューション 提案書作成のエッセンス
提案型セールス・プロセス－前編
提案型セールス・プロセス－後編
ハーバード流交渉プロジェクト－前編
ハーバード流交渉プロジェクト－後編
ハーバード交渉プロジェクト－実践編
「心の営業」入門編
「心の営業」上級編
名刺力セミナー「自分の価値を伝える」
営業の仕事術－お客様からの問合せを減らして効率化を図る
営業の仕事術－効率的に訪問することで移動時間を50%削減

コース一覧 2018.09.30現在

テストが設定してあるコース 青字は公開予定コース

IT Words English and You(1) SNS,IoT,Cloud
IT Words English and You(2) EC,BigData,AI
IT Words English and You(3) FinTech,Cybersecurity,BlockChain,etc.
あなたは生き残れるか１ 新しいIT人財のスキルと役割
全社最適化＆自動化の重要性～テクノロジーの最新動向とIT導入活用
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キャリア
ビジョンメイキング
キャリアデザイン － 変化の時代に対応するためのキャリア計画
キャリアコンサルタントが語る傾聴スキル－応用編
自分の「強み」を自ら見つけ磨き続けるための基礎知識
「セカンドプラン」「サードプラン」の作り方
弁護士・会計士が教える合格（うか）る勉強法－総論編
弁護士・会計士が教える合格（うか）る勉強法－各論編
「かしこく」て「おもしろい」PMになるために
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